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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

雇用創出 その他 医療崩壊への対応

＜その他具体的に＞ 教育、子育て支援

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい【必須回答】

若い人たちの安定した
雇用確保がこの国の将
来を支える。

不況から脱出しつつあ
るというが、雇用環境は
依然として改善されて
いない。不況など経済
的な理由での自殺者が
後をたたない。こんな社
会はおかしい。雇用の
安定が強く求められて
いる。

人づくりこそ日本の最
重要施策であり、日本
の成長のためにも重要
な投資先と考えるから。

患者さんの視点に立っ
た真のチーム医療が急
務

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

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 不要 無回答※ 必要

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

米軍基地が日本に存在
することが日本の不安
定につながる。

米軍は日本を守る部隊
ではなく、逆に米軍によ
る犯罪によって多くの日
本国民の命が奪われて
いる。

安全保障上の理由

あなたは、日本の財政は持続可能
だと考えていますか。

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

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。

軍事費など無駄にメス
を入れ、政党助成金を
廃止する。大企業や大
資産家の優遇税制にキ
チンとメスを入れる。

経済、社会保障と一体
とする民主党の成長戦
略をただちに取るべき。

国家経営の大リストラ。
体質改善

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

＜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

その他
中央からの権限や財源
の移譲

道州制導入の推進

＜その他具体的に＞
地方が独自政策を展開
できる財源保障

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

住民が主役となって、
地方自治を進めること
が重要。

この間の地方財政削減
こそが地方自治を破壊
し、地方を疲弊させてき
た。

権限、財源を地域に移
すことによって、自治の
創意性と責任性が高ま
り、改革も進む

地域主権でコスト削減
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 反対 反対 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。

「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。

無駄を削減し、不公平
税制、金持ち優遇税制
を改めることで財源を
ねん出。

消費税は低所得者に重
い逆進性の悪税であ
り、今回の増税は大企
業減税とセットで行わ
れている。

無駄の削減の完了を前
提に、目的の明確化、
逆進性対策等を含めた
議論を十分に行う中で
判断すべきと考えるか
ら。

その前にやるべきこと
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。

できない 説明する必要はない 説明する必要はない できる
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「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。

年金を減らさない。

日本の社会保障の給
付水準は、ＧＤＰ比で
ヨーロッパ諸国の約６
～７割に過ぎない。浪
費を見直せば、充分、
社会保障を拡充でき
る。

現在の受給年金は減
額すべきではない

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

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。

保育サービスの拡充な
どの現物給付

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＞
7を除く全ての対策を効
果的に行うこと

「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。

人口減少が問題なので
はなく、少子高齢化が
問題

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

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 差をつけず全農家 差をつけず全農家 新規参入者

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

食料自給率を高めなけ
ればならない

兼業、家族経営が圧倒
的なので、これを支える
必要がある。

民主党の掲げる農業の
6次産業化による活性
化と、地域格差対策、
特に中山間地への対策
により、幅広く農業の担
い手を支えて自給率の
向上を目指すべき

農協組織や農業委員
会が閉鎖的な農業の一
つの原因

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 そうは思わない 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】

優秀な官僚の手腕をお
おいに活用すべき

政官財の癒着を断ち切
ることが重要であり、官
僚を敵と考えても問題
の解決はしない

民主党の掲げる国民主
権の前提とする政治主
導の意味は、国民の負
託を得た政治のリー
ダーシップによる行政
の牽引であるから。

政治主導＝思いつき、
となっている

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

企業・団体献金禁止の
徹底

個人献金の普及促進

＜最も重要＞その他具体的に

＜2番目に重要＞
資金管理機能の政党
本体への一元化

政党助成金制度の見
直し

個人献金の普及促進
企業・団体献金禁止の
徹底

＜2番目に重要＞その他具体的に
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※現状は必要と考える
が、将来的には不要と
する議論は必要であ
る。

備考
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