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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 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】

雇用・労働相談などで、
仕事や人間関係に苦し
む多くの失業者と対話し
てきた。そのほとんどの
方が派遣労働者であっ
た。この活動を通して強
く思ったことは、労働者
派遣法を抜本改正し、正
社員が当たり前の人間
らしい雇用のルールをつ
くります。最賃の引き上
げ、長時間・過密労働の
是正、失業・新規雇用対
策を進める。

安心、安全で豊かな生
活を送るためには、雇用
の確保（雇用対策）が緊
急の課題と考えるから。

現役の医師であり現場
で患者さまやご家族と伺
いあい、従事してきまし
た。中には医療を受けた
くても受けられない方も
大勢いらっいました。私
は国の政策を変えること
でしか、守れない命がた
くさんあると思います。な
すべきことはたくさんあり
ますが、私は現役の医
師として医療改革に挑
みたいと考えています。

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 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 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】

米軍は、在日米軍基地
からイラクやアフガンへ
の戦争に投入。在日米
軍基地は日本を守る「抑
止力」どころか米国の侵
略的な世界戦略のため
の存在。いま世界では
軍事同盟が解体、解消
し、平和の共同体が広
がっている。国家間のも
め事は平和的に話し合
い解決を。これこそ世界
の流れです。憲法9条に
基づいた平和外交が大
事です。

我が国の安全保障とし
て、日米同盟は必要と
考えるから。

アジアの平和と安定の
ために現状では日米同
盟基軸のもと、アジアに
おける平和外交を推進
する必要があるから。

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。

財政問題では、年間5兆
円もの軍事費と大企業・
大資産家への行き過ぎ
た減税という、この2つに
メスを入れれば、消費税
に頼らなくても財源はで
きます。アメリカでも高所
得者と多国籍企業にむ
こう10年で100兆円の増
税。大企業・大資産家に
応分の負担を求めること
は、世界の流れです。

無駄削減、行財政改
革、景気回復対策（経済
成長戦略含む）の断行

まずは野放図に使われ
てきた税金の使途を効
果的に使わせていただく
ために無駄を排除し、国
民の皆様の理解を得つ
つ、必要であれば増税
を提案していく。

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

＜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

中央からの権限や財源
の移譲

＜その他具体的に＞
地方が独自政策を展開
できる財源保障
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そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

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。民主
党政権は、「義務付け、
枠づけの見直し」の名に
よる保育行政の改悪や
「一括交付金化」による
国庫負担金の廃止・縮
小など、小泉「改革」以
来の削減路線なので、こ
れを転換する必要があ
る

地方が主役となれる地
方自治を行うために必
要なことだから。

地域の住民に選ばれた
知事が民意に限りなく近
い行政運営を行うため
には財源と権限が必要
だから。

あなたは、消費税の増税に賛成です
か、反対ですか

反対 無回答※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。

「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、どんなに苦し
い家計にもかかる税金
です。導入後、22年間の
消費税税収は約224兆
円。法人3税の減収は
208兆円。消費税は、福
祉をよくするためでもな
く、法人税の減収の穴埋
めに用いられているから
です。

無駄削減、行財政改革
を行い、年金、介護、医
療など社会保障制度の
整備、充実を図る工程を
明らかにし、国民の理解
を得るのが先決。将来
的には避けられない課
題。

まずは公務員改革を実
現し、特別会計にもメス
を入れ、その後、必要が
あれば増税を提案すべ
きと考える。

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※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。

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
に過ぎず大きく立ち遅れ
た水準にあり、国民が生
み出す"富"の全体から
みると、社会保障に回る
部分はむしろ少なすぎ
る。応能負担の原則で
税・保険料の制度を改
革し、国の歳出の浪費を
見直すなら、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

無回答
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

保育サービスの拡充な
どの現物給付

＜その他具体的に＞
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「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。

無回答

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

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 兼業農家

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

兼業・家族経営が圧倒
的に多いので、差をつけ
ず全農家を支える必要
があります。

農業生産力（自給率）の
向上のみならず、多面
的機能（例えば治水、伝
統文化など）を考え合わ
せる場面、農業の果た
す役割は大きいと考える
から。

直接所得補償を実現し、
生産量をアップし、来りく
る食料不足に備えるとと
もにＥＰＡ、ＦＴＡも視野に
入れ、食料安全保障を
確実なものにしていくた
め

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

そう考える理由を、一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

国民の安全・安心を守る
ため、行政サービスの拡
充が求められ、「全体の
奉仕者」の立場で仕事を
する公務員の役割は重
要です。官僚をタタキ、"
敵"にすればどうなるの
でしょうか。問題は「政官
財」の癒着を断ち切り、
行政を、憲法が明記す
る通り国民全体に奉仕
するものに改革すること
です。

広い範囲の専門分野に
精通し、経験と知恵を有
する集団が、国家のた
めに働く意欲を減退させ
ているように思うから。

現実に多くの無駄が白
日のもとにさらけ出さ
れ、さらなる無駄がある
ことが分かっている。ま
ずは官僚のもつ既得権
を打破し、国民のための
政治を実現すべき

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

その他
企業・団体献金禁止の
徹底

＜最も重要＞その他具体的に
政治家の倫理・規範意
識を高める

＜2番目に重要＞
政党助成金制度の見直
し

その他 政党法の制定

＜2番目に重要＞その他具体的に 国民の意識改革も必要

※1　無駄の削減、行財
政改革を行い、年金、介
護、医療など社会保障
制度の整備、充実を図
る工程を明らかにし、国
民の理解を得るのが先
決。将来的には避けら
れない課題。
※2　設問の意味がよく
わからない
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