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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。

雇用創出 雇用創出 その他 その他

＜その他具体的に＞ 子育て支援
六ヶ所再処理工場の操
業停止

そう考える理由を一言でお答えく
ださい【必須回答】

生きていくために、正社
員が当り前の社会が必
要

医療介護、保育の分野で
の雇用拡大

出産から成長段階までの
切れ目のないサービスを
実施して、社会全体で子
供を育てる国を作り上げ
ます。

核拡散につながるプルト
ニウム利用をやめ、放射
能の垂れ流しをする再処
理工場の停止は青森県
民、三陸海岸の人々の命
と暮らしを守るために必
要です。そして、国民負
担にさせられている後処
理費用の電気料金転嫁
を止めさせ、国民負担を
無くさせるため。

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 日米関係 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 不要

そう考える理由を一言でお答えく
ださい。【必須回答】

戦後65年、米軍基地が存
在することは異常であ
る。日米軍事同盟から抜
け出し、日米友好条約を
結ぶ。

東アジアの平和と安定を
守るため、米軍のプレゼ
ンスは必要。

普天間基地移設問題に
関しては、日米合意に基
づいて、沖縄の負担軽減
に全力を尽くします。

憲法9条の理念を尊重
し、北東アジアに非核平
和地帯を構築し、日米安
保条約は改定50年を機
に平和友好条約にするべ
きだ。

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

「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。

国債依存から脱出し、軍
事費と大企業優遇税制に
メスを入れる。

バラマキを修正し、公務
員人件費２割削減などを
行う

事業仕分けの手法を通じ
て、不要な特別会計を廃
止し、無駄遣いを根絶し
国の総予算の全面的な
組み換えを徹底します。

防衛予算の見直し、米軍
への思いやり予算の廃止
などの無駄遣いをやめ、
特別会計を総点検し、
『高額所得者の税率を元
に戻すことなどの不公平
税制を正すことで財政再
建は可能である。

あなたは、地方分権の主役は誰
だと考えていますか。

その他 知事 住民 住民

＜その他具体的に＞
地方分権より国民主権を
選ぶ

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。

住民の行政参加を促す
制度の拡充

道州制導入の推進
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】

国民主権ならば住民の
行政参加を促すことが重
要。

道州単位にしないと、自
律的かつ自立した行政単
位にならない

地域の権限や財源を大
幅に増やし、地域のこと
は地域で決められるよう
にします。

地方を真に自立させるた
めには、まずは財政を
しっかりさせるとともに国
が持っている権限を自治
体に移すことが必要であ
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 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。

5%超～10%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。

消費税の増税は大企業
減税の穴埋めにされ、し
かも弱者に重い最悪の不
公平税制である。

景気が冷え込んだ今、地
方と低所得者に消費税の
増税はすべきでない。

消費税は逆進性が高く、
低所得者に大きな負担を
強い、契機に大きなダ
メージを与える。消費税
が始まって22年で、消費
税は累計で224兆円の一
方、法人3税は逆に208兆
円下がっている。

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 無回答※ 無回答※ 説明する必要はない

「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。

月5万円の最低保障年金
をつくる。国庫負担を二
分の一にし、大企業優遇
税制を見直すなど財源を
確保する。巨額の年金積
立金の活用。少子化の克
服で支え手をふやす。

年金制度を一元化し、基
礎年金は基礎的暮らしと
し、財源は全額税金とす
ればいいから。

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

「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 その他
夫婦がともに働き、ともに
家事を分担するワークラ
イフバランスの推進

その他

＜その他具体的に＞
最低賃金の引き上げ等、
経済的基盤が重要

原則として「２」であるが、
現状の厳しい経済環境下
では、「１」も一つの方向
性であると思います。

若者の雇用を非正規から
正規として結婚できる賃
金の保障。周産期医療を
国費で充実させ、子育て
は子ども手当や保育・教
育の体制をより整備し、
夫婦共働きが可能なワー
クライフを推進する。

「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。

その他
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＞
米の輸入をやめ、生産調
整は即廃止する。

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 専業農家 専業農家 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】

農業を大事に思う、やり
たい農家を尊重する。農
業で成り立てば担い手は
広がる。

国際競争力を持てる農家
の担い手を育成していく
必要があるため

一桁の専業農家と小規
模農家も苦しんでいる
が、自給率向上を考える
と政策的には差をつけら
れない。

家族農業や兼業農家、集
落農営、新規就業者、地
域密着型の生産法人や
ＮＰＯなど意欲のある多
様な農業経営の育成、確
保のため。

問11
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問8
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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。

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】

問題は、官僚が主権在民
を貫けているかどうかで
あり、姿勢を変えていくこ
と。

官僚の人事制度をいじり
まわしているだけ。

無回答
優秀な官僚はしっかりと
政策作りにかかわっても
らうべきである。

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

個人献金の普及促進
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

秘書と政治家の連帯責
任の明確化

個人献金の普及促進
秘書と政治家の連帯責
任の明確化

＜2番目に重要＞その他具体的

※設問の意味がよくわか
らない

※総理は年金の一元化
に早急に取り組むと発言
している。現在の年金受
給者に設問のような状況
は考えられない。

問12

問13

備考
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