候補者指名

尾形 慶子

田口まゆ

大野たくお

すぐろ奈緒

選挙区分
所属政党

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

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。

被災地の復興
少子化対策／子育て支援
脱原発

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

問3

賛成

賛成

あなたは、所属政党が出しているマニフェストに
十分納得しており、責任を持っ
納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次
て取り組む
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

問4

日本の政党政治の今後についてどのように考
既存の政党に不信が高まり、新
えていますか。次の中から【１つだけ】選んでく
しい政党が出現する
ださい。

わからない

問5

自死遺族やその他置き去りさ 有機農業の推進や遺伝子組
あなたが、政治家になった際、任期中に必ず実
原発事故子ども被災者支援
現するという政策を、１つ具体的にお書きくださ
れがちな人のための相談機 み換え食品の規制など、食の
法を実体あるものにする。
い。
関
安全の推進。

無回答

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。

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 どちらかといえば必要だと思う
んでください。

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。

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
ださい。

問10

あなたは日本経済を成長させるために、何が必 再生可能エネルギーの導入促
進
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。 ６次産業化による農業の活性化

【経済政策】

問11
問12

問13
【財政再建】

【農業】

【外交・安全保障】

【憲法】

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。
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。
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。

公開する

既存の政党に不信が高まり、新 政界の再編や混乱が繰り返さ
しい政党が出現する
れ、政党政治自体が信頼を失う

公開する

公開する

公開する

どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要だと思う

わからない

わからない

わからない

わからない

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

今回限りにするべき

財政健全化
その他 【社会保障制度の「強
化」】

財政健全化
社会保障制度の立て直し
その他 【経済成長至上主義から
６次産業化による農業の活性化
脱却する公正な労働のルール】

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

既に破綻している

日本の財政再建は困難

既に破綻している

日本の財政再建は困難

わからない

2015年のPB赤字の半減、2020 2015年のPB赤字の半減、2020 2015年のPB赤字の半減、2020
年のPB黒字化ともに達成は困 年のPB黒字化ともに達成は困 年のPB黒字化ともに達成は困
難

難

難

問14

消費税は、2014年４月に３％増、2015年10月に
３％の増税は実行するべきだ
３％、５％の増税ともに実行する ３％、５％の増税ともに実行する ３％、５％の増税ともに実行する
５％増が予定されています。あなたは、これら
が、５％の増税は実行するべき
べきではない
べきではない
べきではない
の増税を実行するべきだと思いますか。次の中
ではない
から【１つだけ】選んでください。

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

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。

既に破綻している

既に破綻している

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。

反対

反対

反対

反対

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。

反対

反対

反対

反対

問19

農業にお け る高齢化と担い 手不足が問題と
兼業農家や小規模経営を含む 兼業農家や小規模経営を含む 兼業農家や小規模経営を含む 兼業農家や小規模経営を含む
なっています。あなたは、10年後の水田農業を
意欲あるすべての農家が継続し 意欲あるすべての農家が継続し 意欲あるすべての農家が継続し 意欲あるすべての農家が継続し
どのようにしたいと思いますか。次の中から【１
て従事できる農業
て従事できる農業
て従事できる農業
て従事できる農業
つだけ】選んでください。

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 将来的に原発はゼロにすべき
ください。

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。

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。

問23

あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべ
領土問題そのものを棚上げにす まずは偶発的な軍事衝突を回
き対応についてどう考えていますか。次の中か
る
避するため、両国で話し合う
ら【１つだけ】選んでください。

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。

削減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。

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。

【エネルギー政策】

【地方】

福島の再生
脱原発
徹底的なムダの削減

賛成

【基礎質問】

【社会保障制度】

持続可能な社会保障制度の構
日本の農業の復活に向けた動
築
き
脱原発
脱原発
その他 【多様性を認める社会の
教育改革
ための具体的な取り組み】

【備考】

さらなる増税が必要

わからない

このままいけば破綻しかねない このままいけば破綻しかねない

無回答 ※

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

再稼働には反対

再稼働には反対

再稼働には反対

再稼働には反対

わからない

無回答

現在の制度のままでよい

現在の制度のままでよい

まずは偶発的な軍事衝突を回
避するため、両国で話し合う

まずは偶発的な軍事衝突を回
避するため、両国で話し合う

削減していく必要がある

削減していく必要がある

削減していく必要がある

参拝しない

参拝しない

参拝しない

参拝しない

反対

反対

反対

反対

【問20】即刻ゼロ

選挙区分
所属政党

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

被災地の復興
福島の再生
脱原発

福島の再生
脱原発

賛成

賛成

十分納得しており、責任を持っ
て取り組む

問3

あなたは、所属政党が出しているマニフェストに
十分納得しており、責任を持っ
納得し、責任を持ちたいと考えていますか。次
て取り組む
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

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
ださい。

わからない

既存の政党に不信が高まり、新 既存の政党に不信が高まり、新
しい政党が出現する
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。

脱原発

原発事故子ども被災者支援
法の中身のある実効！

原発事故に伴う損害の全面
賠償の実現

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。

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。

不要だと思う

どちらかといえば不要だと思う

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。

わからない

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
ださい。

わからない

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。

所得の増加
その他 【格差是正】

問13
【財政再建】

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。
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。
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。

賛成

時間をかけても２％の物価上昇 時間をかけても２％の物価上昇
は不可能
は不可能

今回限りにするべき

今回限りにするべき

再生可能エネルギーの導入促
その他 【経済成長至上主義
進
から脱却すべき】
６次産業化による農業の活性化

失敗すると思う

失敗すると思う

失敗すると思う

日本の財政再建は困難

既に破綻している

既に破綻している

わからない

2015年のPB赤字の半減、2020 2015年のPB赤字の半減、2020
年のPB黒字化ともに達成は困 年のPB黒字化ともに達成は困
難

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 ３％、５％の増税ともに実行する ３％、５％の増税ともに実行する ３％、５％の増税ともに実行する
べきではない
べきではない
べきではない
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。

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。

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 このままいけば破綻しかねない
か。次の中から【１つだけ】選んでください。

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。

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。

問19

農業にお け る高齢化と担い 手不足が問題と
兼業農家や小規模経営を含む 兼業農家や小規模経営を含む 兼業農家や小規模経営を含む
なっています。あなたは、10年後の水田農業を
意欲あるすべての農家が継続し 意欲あるすべての農家が継続し 意欲あるすべての農家が継続し
どのようにしたいと思いますか。次の中から【１
て従事できる農業
て従事できる農業
て従事できる農業
つだけ】選んでください。

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 将来的に原発はゼロにすべき
ください。

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。

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。

問23

あなたは、尖閣問題で今後、日本政府がとるべ
まずは偶発的な軍事衝突を回
き対応についてどう考えていますか。次の中か
避するため、両国で話し合う
ら【１つだけ】選んでください。

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。

削減していく必要がある

削減していく必要がある

削減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。

参拝しない

参拝しない

参拝しない

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。

反対

反対

反対

【エネルギー政策】

【憲法】

三宅 洋平

問2

問12

【外交・安全保障】

木田 せつ子

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。

問11

【地方】

木村ゆういち

脱原発
あなたが今回の選挙に当選し、政治家になった
地球温暖化など環境問題への
際、特に力を尽くして実現したい政策は何です
取り組み
か。次の中から【３つまで】選んでください。
その他 【先住民族の権利回復】

【経済政策】

【農業】

しまざき なおみ

問1

【基礎質問】

【社会保障制度】

候補者指名

【備考】

増税は必要ない

増税は必要ない

増税は必要ない

既に破綻している

既に破綻している

反対

反対

反対

賛成

反対

反対

将来的に原発はゼロにすべき

無回答 ※

再稼働には反対

再稼働には反対

再稼働には反対

わからない

道州、基礎自治体の二層からな
る制度

現在の制度のままでよい

まずは偶発的な軍事衝突を回 領土問題そのものを棚上げにす
避するため、両国で話し合う
る

【問20】即ゼロにすべき

問2

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。

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
ださい。

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。

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。

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。

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。

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
ださい。

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。

問12

問13

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

【エネルギー政策】

【憲法】

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。
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。
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。

【財政再建】

【外交・安全保障】

比例代表
緑の党グリーンズジャパン

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。

問11

【地方】

選挙区分
所属政党

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。

【経済政策】

【農業】

長谷川 羽衣子

問1

【基礎質問】

【社会保障制度】

候補者指名

【備考】

