千葉県

候補者氏名
選挙区分
所属政党

さいとう 和子
千葉県
日本共産党

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 雇用創出
うと考えている課題は何ですか。

猪口 邦子
千葉県
自由民主党

外交・安全保障分野

古関 比佐志
千葉県
新党改革

回答無効※１

＜その他具体的に＞

問1

問2

問3

安定した雇用と、それを
守る労働のルールの確
立は、国民の暮らしと健
全な社会の基盤であ
そう考える理由を一言でお答えくだ
待ったなしの喫緊の課
り、国民所得の減少に
さい【必須回答】
題だから
も歯止めをかけ、家計と
内需主導の経済成長を
図る上でも最重要の課
題です。
あなたは、日米関係と日中関係は
どちらも重要
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

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
不要
か。

必要

必要

今年の米軍関係費は過
去最高の3370億円。こ
れは自民党政権以上の
大盤振る舞い。さらに日
そう考える理由を一言でお答えくだ 米地位協定で米軍優遇
さい。【必須回答】
の特権も続いていま
す。米軍基地の強化・
永久化のもくろみは絶
対やめさせなければな
りません。

日米安全保障条約は日
現状では日米安保条約
本の安全保障に不可欠
が日本の安全に寄与し
であり、抑止力の維持
ていると考える
に必要であるため

あなたは、日本の財政は持続可能 このままでは持続可能 このままでは持続可能 このままでは持続可能
だと考えていますか。
ではなく、破たんする
ではなく、破たんする
ではなく、破たんする

問4

問5

「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。

軍事費や大企業・大金
持ち優遇税制にキチン
とメスを入れることで解
決の道が生まれる。

あなたは、地方分権の主役は誰だ
住民
と考えていますか。

経済成長で税収を拡大
し、徹底した無駄削減を 行政のムダ排除。まず
行い、財政構造改革を は、議員定数の半減
進める

住民

住民

道州制導入の推進

道州制導入の推進

＜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 その他
ますか。
＜その他具体的に＞

問6

無回答

民主党政権は「地域主
権」の名で「一括交付金
きめ細かい行政を地域
化」による国庫補助金
ごとで行うために中央
の廃止・縮小などを進
地域経済の発展につな
そう考える理由を一言でお答えくだ
集権国家から地方分権
め、小泉「構造改革」路
がるから
さい。【必須回答】
国家への組み替えが必
線を踏襲。福祉・教育な
要と考える
ど国の責任の後退を許
さず、地方財源を保障し
ていくことが重要。

あなたは、消費税の増税に賛成で
反対
すか、反対ですか

賛成

賛成※２

「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

15%以上～25%未満

問7
「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。

消費税は低所得者ほど
負担の重い税金です。
消費税の増税は社会的
格差を広げるだけで
す。消費税増税は法人
税の減税とセット。大企
業への減税で財政に穴
があいた分、消費税増
税で穴埋めしようとする
もの。
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道 あゆみ
千葉県
民主党

小西 洋之
千葉県
民主党

椎名 一保 水野 賢一
千葉県
千葉県
自由民主党 みんなの党

清水 哲
千葉県
日本創新党

千葉県

候補者氏名
選挙区分
所属政党

さいとう 和子
千葉県
日本共産党

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
説明する必要はない
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。

猪口 邦子
千葉県
自由民主党

よくわからない

古関 比佐志
千葉県
新党改革

よくわからない

問8

「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
水準はヨーロッパ諸国
の６～７割（ＧＤＰ比）で
大きく立ち遅れている。
応能負担の原則で国の
歳出の浪費を見直すな
ら社会保障拡充の財源
は確保できる。

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 日本の将来にとって決 日本の将来にとって決
定的に大きな課題であ 定的に大きな課題であ 定的に大きな課題であ
る※
る
る※３

「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
保育サービスの拡充な
きします。少子化対策として、どの
その他
どの現物給付
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

問9
総合的な少子化対策が
重要

＜その他具体的に＞

「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。

選択的な生産調整で継 米価を維持するために
その他
続すべき
生産調整を堅持すべき

問10

海外への積極攻勢、販
路拡大などを通じ、農も
実力を高めていくことが
重要と考える

＜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
差をつけず全農家
たちを大事にするべきだと思います
か。

問11

回答無効※

差をつけず全農家

今後も日本農業の担い
手は家族経営が主役。
担い手対策の中心は家
そう考える理由を一言でお答えくだ 族経営を維持すること。
無回答
さい。【必須回答】
規模の大小で農家を選
別することをやめ、農業
を続けたい全ての人を
応援する。

強い農業が日本の食料
危機を救うと考える

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 そう思う
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
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そう思う

道 あゆみ
千葉県
民主党

小西 洋之
千葉県
民主党
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千葉県
千葉県
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千葉県
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千葉県

候補者氏名
選挙区分
所属政党

さいとう 和子
千葉県
日本共産党

猪口 邦子
千葉県
自由民主党

古関 比佐志
千葉県
新党改革

問12
問題は、どういう政治方
針などをもって国政に
あたるかということで
真の政治主導が実現で
そう考える理由を、一言でお答えく あって、官僚を敵のよう 普天間問題への対応な きれば大臣が官僚を活
ださい。【必須回答】
に考えても解決はしな どから明白
用して政策実現すると
い。「政官財の癒着」に
考える
メスを入れることが重要
な課題。

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
企業・団体献金禁止の
ますか。最も重要だと思うものを二
個人献金の普及促進
徹底
つ選び、優先順位をつけて回答し
てください。
問13 ＜最も重要＞

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 秘書と政治家の連帯責 政党助成金制度の見直
し
任の明確化
し

＜2番目に重要＞その他具体的に

備考

※保育所に入れない待
機児童が増えていま
す。国の責任で総合的
な子育て支援を確立し
ながら、保育サービスを
拡充していくことが重
要。
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※「専業農家」「兼業農
家」「小規模農家」「新
規参入者」を選択。（日
本農業は多様であるた
め、一律の対策ではな
くそれぞれの特性を生
かした政策が必要であ
るから）。

※１ 「経済成長戦略の
策定と実行」、「外交・安
全保障分野」、「医療崩
壊への対応」、「年金制
度の再設計」、「政治改
革」、「その他（科学技
術の振興）」
※２ 消費税を目的税と
し、社会保障にあてるこ
とが必要と考える
※３ 待機児童対策とし
て幼稚園・保育園の増
設、費用の無料化の検
討をじて少子化対策の
再構築を図っていく

道 あゆみ
千葉県
民主党

小西 洋之
千葉県
民主党

椎名 一保 水野 賢一
千葉県
千葉県
自由民主党 みんなの党

清水 哲
千葉県
日本創新党

