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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 雇用のセーフティネットの整備
うと考えている課題は何ですか。

垣内 雄一
岡山県
日本共産党

山田 美香
岡山県
自由民主党

雇用創出

経済成長戦略の策定と実行

派遣切りなどにみられる「使い
捨て」雇用をなくし、人間らしい
雇用のルールを確立することに
全力を挙げたい。民主党政権の
労働者派遣法の改定は「常用
型派遣」「専門業務」などを規制
の例外としており、「抜け穴」だ
らけ。これでは問題は解決しな
い。働く人たちを支えることで経
済も社会も立て直すことができ
ると考える。

世界のなかの日本が埋没する
なか、早急に金融政策、税、財
政政策、成長戦略などあらゆる
政策を打ち出し、早期のデフレ
脱却と景気回復は急務の課題
と考えている

どちらも重要

どちらも重要

不要

必要

いまは必要であるが、今後は集
団的安全保障の観点から平和
そう考える理由を一言でお答えくだ
を目指す新しい日米同盟関係
さい。【必須回答】
に発展させて基地をなくしてい
く。

在日米軍基地は「日本防衛」と
は無縁の海外遠征を目的として
いる部隊である。日本は憲法9
条を掲げる国として、軍事に頼
らず平和の外交で世界に働き
かけるべきだ。

拉致、核、ミサイル問題など近
隣諸国の対応には、日本の外
交の基軸である日米同盟の再
構築を図らねばならない。アジ
ア太平洋地域の平和を守るた
め、その存在は必要と考える

あなたは、日本の財政は持続可能
持続可能である
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

持続可能である

「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
民主党政権において無駄を徹
します。あなたは、この課題に対し
底的になくしたうえで税制を改
てどのような方策を打つべきだと考
革する。
えていますか。一言でお答えくださ
い。

年間5兆円の軍事費にメスを入
れる。「1メートル1億円」の東京
外環道など無駄な公共事業の
浪費をただすなどによる歳出面
の改革と、大企業、大金持ち減
税を見直す歳入面の改革を早
急に取り組み財源をつくる。

＜その他具体的に＞

問1
人間らしく安心して働ける社会
そう考える理由を一言でお答えくだ
を早急につくることが必要だか
さい【必須回答】
ら。

問2

問3

問4

問5

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。
あなたは、米軍基地が日本に存在 必要
することは必要だと考えています

あなたは、地方分権の主役は誰だ 住民
住民
と考えていますか。
＜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 中央からの権限や財源の移譲 その他
ますか。

＜その他具体的に＞

住民

中央からの権限や財源の移譲

地方が住民サービスの充実、
地域経済の振興、雇用の確保
などで元気な地域づくりを進め
られる財源保障をしっかりする。

問6
この間の地方財政削減こそが、
地方自治を破壊し、地方を疲弊
地域のことは地域で決められる
そう考える理由を一言でお答えくだ
させてきた。民主党政権の「一
ように住民本位の分権にするた
さい。【必須回答】
括交付金化」なども同じような削
め。
減路線なので、この方向を転換
する必要がある。

問7

あなたは、消費税の増税に賛成で 賛成
すか、反対ですか
「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 5%超～10%未満
準まで許容しますか。
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反対

地方財政は深刻な状況である。
都市部でも中山間地域でも、福
祉や医療、教育のサービス、防
災など安心安全に関わるサー
ビス、住民生活に必要な行政
サービス受けられる必要がある
為
賛成
10%以上～15%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。

所得の少ない人に重くのしかか
る最悪の不公平税制であるか
ら。

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
できる
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

「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
れている。日本の経済状況から
すれば、社会保障にまわる部分
はむしろ少なすぎる。応能負担
の原則で、税や保険料を見直
し、国の歳出の浪費にもきちん
とメスを入れるならば、社会保
障を充実させる財源は十分でき
ると考える。

問8

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。

問9

垣内 雄一
岡山県
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よくわからない

日本の将来にとって決定的に大 日本の将来にとって決定的に大 日本の将来にとって決定的に大
きな課題である
きな課題である
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 夫婦がともに働き、ともに家事を
保育サービスの拡充などの現
きします。少子化対策として、どの 分担するワークライフバランス
物給付
ような政策手段をとるのが適当と考 の推進
えますか。

保育サービスの拡充などの現
物給付

＜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

問10 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 選択的な生産調整で継続すべ 選択的な生産調整で継続すべ
き
き
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
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。

差をつけず全農家

差をつけず全農家

問11
農林水産業は生活の基礎であ 兼業・家族経営が圧倒的に多い
そう考える理由を一言でお答えくだ
り、これからの成長産業として ので、この人たちを支える必要 多様な担い手に対応するため
さい。【必須回答】
発展させることが必要だから。 がある。
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う そう思う
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。

問12
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そう思う

そう思う
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どういう政治方針を持って国政
そう考える理由を、一言でお答えく 真の意味での政治主導が十分 に当たるがが大事なのであっ
ださい。【必須回答】
に実現されていないから。
て、官僚＝敵ということで解決
する問題ではないと考える。
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 企業・団体献金禁止の徹底
つ選び、優先順位をつけて回答し
問13
てください。
＜最も重要＞
＜最も重要＞その他具体的に
＜2番目に重要＞
個人献金の普及促進
＜2番目に重要＞その他具体的に

備考

Copyrights(c) Genron-NPO All Rights Reserved

山田 美香
岡山県
自由民主党
天下りは廃止せねばならない
が、いわゆる「ワタリ」とは選別
して考えねばならない。専門的
知識の活用も必要である

企業・団体献金禁止の徹底

秘書と政治家の連帯責任の明
確化

政党助成金制度の見直し

回答なし

