
候補者指名 古賀輝生 吉田俊之 野田　くによし 真島 省三 よしとみ和枝 松山 政司

選挙区分 福岡 福岡 福岡 福岡 福岡 福岡

所属政党 みんなの党 日本維新の会 民主党 日本共産党 幸福実現党 自由民主党

問1
あなたが今回の選挙に当選し、政治家になっ
た際、特に力を尽くして実現したい政策は何で
すか。次の中から【３つまで】選んでください。

経済成長
少子化対策／子育て支援

その他 【増税凍結とムダ削減】

財政再建
地方分権／道州制
議員定数の削減

持続可能な社会保障制度の構
築

少子化対策／子育て支援
地方分権／道州制

経済成長
持続可能な社会保障制度の構

築
脱原発

日本の防衛予算の拡充
教育改革

その他 【消費税増税中止】

問2

言論NPOは、国民との約束（マニフェスト）を軸
とした政治のサイクルが、強い民主主義を作る
ために不可欠であると考えています。あなたは
これについてどのように考えていますか。次の
中から【１つだけ】選んでください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

問3
あなたは、所属政党が出しているマニフェスト
に納得し、責任を持ちたいと考えていますか。
次の中から【１つだけ】選んでください。

十分納得しており、責任を持っ
て取り組む

十分納得しており、責任を持っ
て取り組む

十分納得しており、責任を持っ
て取り組む

十分納得しており、責任を持っ
て取り組む

十分納得しており、責任を持っ
て取り組む

問4
日本の政党政治の今後についてどのように考
えていますか。次の中から【１つだけ】選んでく

わからない
やがて自民党が分裂し、二大政

党化に向かう
やがて自民党が分裂し、二大政

党化に向かう
無回答

既存の政党に不信が高まり、新
しい政党が出現する

問5
あなたが、政治家になった際、任期中に必ず
実現するという政策を、１つ具体的にお書きく
ださい。

規制緩和を徹底して行い、新
規参入や起業などチャレンジ
するチャンスがより大きい社
会をめざし、民間企業、特に
中小企業の自由な経済活動
を後押しする考えである。

憲法96条の改正を行い、道
州制九州モデルの実現につ

とめたい。

いのちと暮らしに密着した産
業を充実させ、共に生きる助
け合いの社会を実現します。

賃上げと雇用の安定で景気
回復、消費税増税に反対。

国民の生命・安全・財産を守
るために、憲法9条を改正し、

防衛軍を組織します。

問6

あなたは、政治家になった際、自分の政治資
金の使途について、毎年ホームページで公開
しますか。次の中から【１つだけ】選んでくださ
い。

無回答 公開する 公開する 公開する 公開する

問7
あなたは、政党交付金（政党助成金）は必要な
制度だと思いますか。次の中から【１つだけ】
選んでください。

必要だと思う どちらかといえば必要だと思う 必要だと思う 不要だと思う どちらかといえば必要だと思う

問8

２年で２％の物価上昇を目標に掲げ、日銀は
異次元の金融緩和を実施しました。あなたは、
２年間の金融緩和で物価が２％上がると思い
ますか。次の中から【１つだけ】選んでくださ
い。

２年で２％の物価上昇は可能 ２年で２％の物価上昇は可能
２年では難しいが、２％の物価

上昇は可能
時間をかけても２％の物価上昇

は不可能　※
２年で２％の物価上昇は可能

問9

政府は、アベノミクスの第２の矢として、24年度
補正予算、25年度当初予算の15ヶ月予算を策
定し、機動的な財政政策を行いました。あなた
は、このような財政政策を今後も続けるべきだ
と思いますか。次の中から【１つだけ】選んでく

今回限りにするべき 今回限りにするべき 今回限りにするべき 無回答　※  今後も継続するべき

問10

あなたは日本経済を成長させるために、何が
必要だと思いますか。次の中から、特にあなた
が必要だと思う政策を【２つまで】選んでくださ
い。

 法人税率の大幅な引き下げ
徹底した規制緩和

 法人税率の大幅な引き下げ
徹底した規制緩和

所得の増加
社会保障制度の立て直し

所得の増加
社会保障制度の立て直し

 法人税率の大幅な引き下げ
TPPへの参加

問11
あなたは、アベノミクスの今後についてどのよ
うに考えていますか。次の中から【１つだけ】選
んでください。

失敗すると思う 失敗すると思う 失敗すると思う 失敗すると思う 成功すると思う

問12
あなたは、現状のままで日本の財政再建が可
能だと思いますか。次の中から、【１つだけ】選
んでください。

日本の財政再建は困難 既に破綻している 日本の財政再建は可能 無回答 日本の財政再建は困難

問13

政府は現在、日本の財政再建に関して2015年
までのプライマリーバランス（以下、PB）の赤字
の半減、2020年までにPBの黒字化、2021年度
以降国と地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安
定的に低下させることを掲げています。あなた
は現状でその目標を達成できると思います
か。次の中から【１つだけ】選んでください。

2015年のPB赤字の半減、
2020年のPB黒字化ともに達成

は困難

2015年のPB赤字の半減、
2020年のPB黒字化ともに達成

可能

2015年のPB赤字の半減、
2020年のPB黒字化ともに達成

可能

2015年のPB赤字の半減、
2020年のPB黒字化ともに達成

は困難

2015年のPB赤字の半減、
2020年のPB黒字化ともに達成

は困難

問14

消費税は、2014年４月に３％増、2015年10月
に５％増が予定されています。あなたは、これ
らの増税を実行するべきだと思いますか。次
の中から【１つだけ】選んでください。

３％、５％の増税ともに実行する
べきではない

わからない
３％、５％の増税をともに実行す

るべき
３％、５％の増税ともに実行する

べきではない
３％、５％の増税ともに実行する

べきではない

問15
消費税の10％への増税後、さらなる増税が必
要だと思いますか。次の中から【１つだけ】選ん
でください。

増税は必要ない わからない わからない 増税は必要ない 増税は必要ない

問16

あなたは、これから急激に進む高齢化の中
で、現在の社会保障制度は持続可能だと思い
ますか。次の中から【１つだけ】選んでくださ
い。

このままいけば破綻しかねない 既に破綻している このままいけば破綻しかねない 無回答　※ このままいけば破綻しかねない

問17

社会保障制度において、若者と高齢者の間で
世代間格差が出てきています。現在の年金の
支給開始年齢（65歳）をさらに引き上げること
についてどのように考えていますか。次の中か
ら【１つだけ】選んでください。

無回答 賛成 反対 反対 賛成

問18
あなたは、混合診療の導入についてどのよう
に考えていますか。次の中から【１つだけ】選
んで下さい。

賛成 賛成 反対 反対 賛成

【農業】 問19

農業における高齢化と担い手不足が問題と
なっています。あなたは、10年後の水田農業を
どのようにしたいと思いますか。次の中から【１
つだけ】選んでください。

無回答
大規模農家が80％を占める農

業

兼業農家や小規模経営を含む
意欲あるすべての農家が継続

して従事できる農業

兼業農家や小規模経営を含む
意欲あるすべての農家が継続

して従事できる農業

兼業農家や小規模経営を含む
意欲あるすべての農家が継続

して従事できる農業

問20
あなたは将来の原発依存についてどのように
考えていますか。次の中から【１つだけ】選んで
ください。

将来的に原発はゼロにすべき 将来的に原発はゼロにすべき
原発の活用はやむをえないが、

徐々に依存度を減らすべき
将来的に原発はゼロにすべき 今後も原発を活用すべき

問21

原子力規制委員会が原子力発電所の新規制
基準を決定し、７月８日から実施されます。原
発の再稼働についてどのように考えますか。
次の中から【１つだけ】選んでください。

再稼働には反対  再稼働には賛成  再稼働には賛成 再稼働には反対  再稼働には賛成

【地方】 問22
あなたは、将来の国と地方の関係について、
どのように考えていますか。次の中から【１つ
だけ】選んでください。

道州、基礎自治体の二層からな
る制度

道州、基礎自治体の二層からな
る制度

広域連合、都道府県、基礎自治
体の三層からなる制度

現在の制度のままでよい 現在の制度のままでよい

問23
あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとる
べき対応についてどう考えていますか。次の中
から【１つだけ】選んでください。

日本の実効支配をより強化する
べき

日本の実効支配をより強化する
べき

主権は主張するが、平和的解
決をめざす

主権は主張するが、平和的解
決をめざす

日本の実効支配をより強化する
べき

問24

防衛費は、2013年度予算において、12年度の
予算に比べて4000億円の増額がなされまし
た。あなたは、今後の防衛費についてどのよう
に考えていますか。次の中から【１つだけ】選
んでください。

今後も増やしていく必要がある 今後も増やしていく必要がある 今後も増やしていく必要がある 削減していく必要がある 今後も増やしていく必要がある

問25
政治家になった後、靖国神社に参拝しますか。
次の中から【１つだけ】選んでください。

無回答 参拝する 無回答 参拝しない 参拝する

【憲法】 問26
あなたは憲法の改正についてどのように考え
ていますか。次の中から【１つだけ】選んでくだ
さい。

賛成 賛成 無回答 反対 賛成

【問8】バブルと投機をあおる
だけの金融緩和は中止すべ
き。
【問9】今回の財政政策その
ものに反対
【問16】抜本的改革で持続可
能にする

【基礎質問】

【備考】

【外交・安全保障】

【エネルギー政策】

【社会保障制度】

【財政再建】

【経済政策】


