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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

82%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1 役所の仕事のやり方を見直してき

た

△ 少し詰め込みがち
2 教育の無償化、私、エビサワユキ

にやらせてもらいたい あなた側の話量は46分が適切と判定されました

3 えびさわ由紀が、東京選挙区から
立候補する

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が多めです

4 海老沢さんを東京選挙区から国会に送
り出して

5 負担は増えてるじゃないですか

6 大阪市で2000億あります

7 東京23区よりも大阪市のほうが、流入人口
が増えまし

8 所得制限なしで、今大阪では小中学校とも給
食代は無料

9 多極分散で経済を成長させて、法人税を伸ば
して

10 今は、10年連続黒字
一般的に聞きやすい

と言われる
300文字/分換算

COG-PRESENは、AI技術で営業プレゼンを解析し、その特徴とより改善できる点を検出するものです。過去に分析した30,000人のコミュニケーションデータと、国内の
ビジネスコンテストのファイナリスト・優勝者のプレゼンを分析し、その傾向と比較できるようにしました。各項目で検出されている内容について、自分の過去レポート
や他の方のレポートを横に置いて、今回のプレゼンとの違いを理解し、より効果的な営業プレゼンについて考える機会にしてください。
「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示されています。その場合でもこのAI分
析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありません。



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

ここでは、プレゼンのクセとして、あなたがしゃべった「フィラー」を検出しています。
一般的に「フィラー」の多いプレゼンは、自信がなさそうに聞こえます。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。

【CHECK2】指示語がどのくらい使われているか？
ここでは、あなたがしゃべった「指示語・こそあど言葉」を検出しています。
短時間で伝えるピッチや、オンラインでのプレゼンなどにおいて指示語を多用すると、
聴衆の理解と合致していない可能性が高まります。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

【CHECK3】聞き手に問いかけ・呼びかける表現があるか？
ここでは、自分からの「問いかけ」について
5W1Hを尋ねるようなOPEN質問と、単純にYes/Noを問うCLOSED質問に分けて回数を検出しています。
また、一つの問いが長文でなされているか、短い分でなされているかも特徴が出ます。
「話順」で示されている数字は、CHECK12の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

問いかけ文の長さ（平均）

28.8語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ

1 OPEN
イノセさんの本の大作家、本が好きだと言っていたナガセさん、イノセさんの本の中で一番好き
なのは何ですか？

1 CLOSED イノセさんの本、読んでますかね？

11 CLOSED それがこれまでの政治ではないでしょうか？

12 OPEN 皆さんの医療や年金、社会保障制度はどうなっていくんでしょうか？

31 OPEN で、それをそういう形に変えたのは何か？

36 OPEN それは、なぜか？

43 CLOSED 皆さん、働いてられる方、経費使う時に前、前渡しで100万円くれる会社ありますか？

43 CLOSED
商売されてる方、1年に一度確定申告行く時に、領収書ないけども税務署が経費として認めます
か？



プレゼンの情報構成と、説明の過不足を確かめよう

【CHECK4】プレゼンの説明構成を確認
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、
論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた割合がどのくらいあるかを示しています。

主にどのような話題が話され、しっかり説明できていない話題は何か確かめましょう。
（説明の少ない話題に　挨拶などが列挙されている場合は気にする必要がありません）
自分の過去のプレゼンや、他の人のプレゼンと比較してすると、あなたのクセ・傾向がわかります。
どの話題にどう説明したかは、次ページのCHECK4で確認できます。

しっかり説明がある　　
話題数　　 10トピック

同じ話題を深堀りし過ぎかもしれません

話題の数　11件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　10件
50 日本維新の会の候補に、皆さんの1票を託して 6 えびさわ由紀が、東京選挙区から立候補する

15
教育の無償化、私、エビサワユキにやらせてもら
いたい

19
東京23区よりも大阪市のほうが、流入人口が増え
まし

25 大阪市で2000億あります
30 今は、10年連続黒字
34 負担は増えてるじゃないですか
37 役所の仕事のやり方を見直してきた
40 政治家があまりにも優遇厚遇されてる
46 海老沢さんを東京選挙区から国会に送り出して
49 海老沢由紀に力を貸して



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた箇所を抽出しています。
ただし、掘下げの掘下げ・掘下げの理由付けなど、ストレートではない話題は、
聴衆にも伝わりにくくなる複雑な話題構成のため省略されています。
ここでは、話題に対して　直接補完した話題が何なのかの列挙がされています。
何の話題をしっかり説明できていたかを振り返りましょう。
話順で示されている数字は、CHECK5の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

何らかの掘下げをした話題数　　 10話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

6 説明のある話題
えびさわ由紀が、東京選挙区から立候補
する

そして、東京選挙区は、えびさわ由紀、えびさわ由
紀、えびさわ由紀は、20年以上前に、日本、スノボの
チャンピオンになっているんです。 チャレンジャー
だったんです。 その結果、この間のオリンピックで、
平野歩...

↓

1→ 具体的説明
もうすぐ電力が途絶える可能性がある、
ひっ迫してます

話者A：ミスター改革、改革大魔神、イノセナオキ。  
話者A：イノセナオキ。  話者A：イノセさんの本の大
作家、本が好きだと言っていたナガセさん、イノセさ
んの本の中で一番好きなのは何ですか？  話者A：それ
はね。  話者A：あははは。 さっき、さっき言った
じゃん。  話者A：それはね、一つ言うとね、イノセさ
んからそれじゃないんだよな、って言われそうじゃな
い。  話者A：帝の肖像とか、色々あるでしょ。...

5→ 具体的説明
政界にベンチャーが、新しい風を、新し
い風を吹き込む

話者A：今ね、岸田さんの支持率がそこそこに高いの
は、コロナが終わりかけてるからなんです。 コロナが
終わってきたから、支持率が、そこそこに高いんで
す。 ウクライナ戦争があるから、そこそこに支持率が
高いんです。 何もしない方が、何かすれば下がると
思ってるんです。 だから、そういう決断をしない人
を、総理大臣にしていたら駄目なんです。 日本維新の
会は、この問題、改革を突き付けて、何もしない、し
がらみと既得...

7→ 具体的説明
チャーミングな猪瀬直樹、是非とも宜し
くお願いします

只今お伝えさせていただきましたのは、2枚目の投票
用紙、あ、お母様、ありがとうございます。 2枚目の
投票用紙、全国比例に立候補しております。 猪瀬直
樹、ミスター改革、改革大魔神の猪瀬直樹からお訴え
をさせていただきました。 両手を上げて、ありがとう
ございます。 今ね、えびさわさんの応援も先輩として
一生懸命やっていただいてる、さっきも奥さんの名前
と一瞬間違えそうになりましたね、あはは。 ありがと
うござい...

- -

15 説明のある話題
教育の無償化、私、エビサワユキにやら
せてもらいたい

東京選挙区のエビサワユキです。 だから、そういった
実績のある日本維新の会、エビサワユキにこの、これ
からの日本を背負っていく子供たちの支援、そして教
育の無償化、私、エビサワユキにやらせてもらいたい
んです...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

9→ 具体的説明
本当に大変なんだな、身をもって感じま
した

えー、そして、しっかりと政治の経験も積んでいま
す。 10年間、もうすぐ来ますけれども、えー、松井
さんとも一緒に、えー、政治をしてまいりました。 そ
して市会議員としても、えー、改革の現場に身を置い
てまいりました。 私は、えー、今回、この日本の少子
化対策、えー、何とかしたい、えー、そう思って立ち
上がりました。 私は、この都内で4人の子供を育てる
お母さんです。 今、5人目も頑張っておりますけれど
も、あ、...

12→ 具体的説明
日本維新の会、エビサワユキにお力をい
ただきたい

皆さんの医療や年金、社会保障制度はどうなっていく
んでしょうか？ 私は、これ、真剣に、真剣に、これ、
日本の課題だと思っています。 え、そして、皆さんど
うか、今回の参議院選挙で、日本維新の会、エビサワ
ユキにお力をいただきたいと思っております。 それ
は、え、これまで、もうすぐマツイ市長が来ますけれ
ども、私は、マツイ市長と共に、市会議員として、改
革を行って参りました。...



13→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
それができるのが日本維新の会なんです

日本維新の会というのは、次の選挙を怖がらないで、
将来の日本をつくる子供達のための政策をたくさん実
現をしてきました。 その一つが、全国で初めてやっ
た、私立高校の授業料、実質無償化です。 これは、絶
対にできないと言われてました。 できない理由がたく
さんあったんですね。 でも日本維新の会は違います。 
できる理由が一つでもあれば、も、そこから取っ掛か
りを見つけて、絶対に改革するんだ、絶対やるんだ、
覚悟を持...

14→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

将来を担っていく子供たちに徹底的に投
資をしてきた

そして、私は、市会議員として現場で見てきました。 
子供達の給食、いろんな家庭があります。 この、お昼
の給食だけが唯一の、唯一の食事だと。 そういう子供
達、私は政治の現場でいっぱい見てきました。 だから
私達は、所得制限に関わらずに、給食費の無償化、小
学校、中学校、これ、政令市で初めてです。 所得制限
かかってない、こういった教育、給食費の無償化も初
めて実現をした。 増税はしていません。 私達は。  
話...

- -

19 説明のある話題
東京23区よりも大阪市のほうが、流入
人口が増えまし

厳しい、厳しい状況の大阪を、せ、再生させるために
われわれはスタートしたんです。 そして、それから
10年が経過をいたしました。  10年経過する中で、2
年前の数字ですけども、コロナでやはりどんどん人が
移...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

16→ 具体的説明 体調の管理だけは十分お願いをしたい

ただ今、オツタエ＊さしていただきましたのは、エビ
サワユキ、東京都選挙区から立候補いたしました、エ
ビサワユキでございます。 さあ、そして皆さま、大変
お待たせいたしました、日本維新の会の代表がこの場
所にやって参りました。 先ほど、イノセさんに言われ
て気づいたんですが、これ大変珍しい光景、元大阪府
知事と元東京都知事という、日本の2大都市の知事が
今並び立って、このエビサワユキ頑張れと、エビサワ
ユキを何とか...

18→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

豊かになっていける、ま、そんな大阪を
作りたかった

ところが、昔の大阪は東京と、まあ、並びながらね、
ニガンデル＊といわれた時代もあったノデス＊。 今か
ら15年前、まあ、本当にね、どんどん、どんどん、大
阪からね、人、物、企業がもう外へ外へ出て行って、
どんどん、どんどん衰退してる。 で、僕もね、子供が
いて孫もいるんですけど、やっぱり大阪でね、住みや
すい、そして、大阪で真面目にやればね、豊かになっ
ていける、ま、そんな大阪を作りたかった。...

- -

25 説明のある話題 大阪市で2000億あります

で、そういう人たちが増えることで、税収も伸びてき
たから、散々今まで破綻するんじゃないの、もう財源
が枯渇する非常に厳しい状態だったのが、今年の4
月、予算編成しましたら、給食を無償化にして、幼児
教育も無料...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

24→ 具体的説明
所得制限なしで、今大阪では小中学校と
も給食代は無料

最初はお弁当だったんです。 でも、そのお弁当がね、
なかなか評判が悪い、まずい、冷たい、こう言われま
した。 ヨシムラさんが、その後引き継いで市長なっ
て、自己調理方式、あったかい給食に切り替えまし
た。 そして、僕の時代になってね、市長になって、や
はりコロナで子育て世帯の負担が増えてる。 子育て世
帯の収入が減ってる。 そんな中で可処分所得、どう増
やしていくか。 給食料金、給食代を子供一人あたり大
体450...

26→ 具体的説明
今の間に改革をしとかなきゃ駄目なんだ
よ

やっぱり、今は税収上がるけど、そのうちね、改革を
しないと、これは、イシハラ御大が、イシハラシンタ
ロウさんが、僕が一緒にチーム組んでたときに言って
たけど、それは東京は今、どんどん人が増えてにぎ
わってて、いいんだけどね。 でも、これはリスクもあ
るんだよ、マツイ君と。  これはもう、みんな一つ一
つ、毎年、年イク＊わけですから、この大勢、人が集
まってるところで高齢化が進むと、社会保障費ってい
うのはどんどん...

- -

30 説明のある話題 今は、10年連続黒字

話者A：＊、少しずつですども、東京の皆さんに、お
んぶにだっこではない、そういう大阪を作る、その目
処が、やっと立ってまいりました。 今年、予算編成し
ましたけども、長期のシミュレーションでいくと、あ
と5年...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

29→ 具体的説明
多極分散で経済を成長させて、法人税を
伸ばして

だから、やはり日本の都市では、東京一極ではなく二
極、三極、多極分散で経済を成長させて、法人税を伸
ばして、何とか持続可能な国を作っていかなければな
らないんです。 今、われわれは大阪で改革をやって財
源を生み出して、そういう現役世代が集まるような住
みやすい環境を作って。...



- -

34 説明のある話題 負担は増えてるじゃないですか

過去、何言ったのか。 過去、全部が、全ての政党が、
日本を成長させる、負担を軽減する、言ってきたけ
ど、負担は増えてるじゃないですか。 ＊我々は、日本
維新の会、これ、大阪において、今、ま、ある程度支
持頂い...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

33→ 具体的説明 過去、何言ったのか、思い出して下さい

これ、公約なんだから、選挙っちゅうのは、今回の参
議院だけじゃないんです。 つい去年の、10月にも、
衆議院の選挙があったし、そして、そのちょっと前、
3年前にも参議院の選挙があった。 この10年間で、8
回、国政選挙あったんですよ。 皆さん、政治家がこう
して、皆さんに公約を訴える。 訴えれば、この公約を
任期内で実現するのが本来、政治の役割なのに、いつ
の間にか、国民の皆さん、有権者の皆さん、今、目の
前の公...

36 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
大阪では、言った約束を守ってきたから

でも、皆さん、東京から見てちょっと不思議だったの
が、大阪だけは、15の選挙区で、自民党に全て勝利し
たんです。 立憲民主党の、あの、選挙に強いって言わ
れたツジモトさんにも勝ちました。 小選挙区ですよ。 
それは、なぜか？ 大阪では、言った約束を守ってきた
から。 大阪の人が、あ、維新ちゃんとやってるよねっ
ていうことで、自民党が全国で非常に高い中で、大阪
だけ勝たして頂いた。 でも、この改革が、まだ、大阪
と...

- -

37 説明のある話題 役所の仕事のやり方を見直してきた

話者A：シテイク＊、超高齢化社会に突入する、その
時も安心できるように、昭和の構造を変えましょう
よ、大阪は変えたんだから。 そして僕らは、それを行
政を預かる立場として、僕は知事2期、市長1期やって
ます。...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

31→ 具体的説明 税金の使い方を令和の時代に合うように

で、それをそういう形に変えたのは何か？ 昭和の時代
の役所の構造、昭和の時代の考え方、昭和の時代の税
金の使い方を令和の時代に合うように、見直してきた
ということなんです。...

38→ 具体的説明
やり方を見直すことで、計上経費をぐっ
と抑える

今、令和の時代だから、変えれるんですよ。 これね僕
らがやってきたのは、やっぱり役所のお金の使い方、
内向きではなくて、内向きの経理、計上経理オトス
＊、そうすることによって、財源は生まれてくるんで
す。 その間、我々大阪においてはね、職員の数も4，
500人ぐらいグッと圧縮しました。 クビにするんじゃ
ないんですよ、公務員簡単にクビにそんなできませ
ん。 ＊は、みんな今、高齢化社会なんだから、みんな
一時、え、...

- -

40 説明のある話題 政治家があまりにも優遇厚遇されてる

天下り先の団体がやるよりはよっぽど、え、住んでる
人にもプラスだし、財政的にもプラス。 ダカラ＊、こ
ういう形が令和の時代の役所の動かし方なんです。  
ね、皆さん、この改革は全国でやることができるけ
ど、そ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

41→ 具体的説明 政治家がね、本気度を職員に見せつける

維新の、維新の言う、＊＊＊改革というのは、自分た
ちの給料ちょっと削って、そこでお金を生み出す、こ
れは大きな目的ではありません、そんなの大した金額
にならないから。 府議会議員も3割報酬カットした
し、＊も2割カットしたけど、それで浮いてくるの
は、年間6億円ぐらい。 これはね、そのお金も大事だ
けど、それは、まあ、え、あの、おまけみたいな要素
なんです。 それは何かというと、やっぱり役所を動か
していく政治家...

- -

46 説明のある話題
海老沢さんを東京選挙区から国会に送り
出して

我々は本気でその政治家の身分を変えてきましたか
ら。 だから、われ。  話者A：＊自民党と真正面から
対峙できる。 自民党に、喉元にね、おかしいじゃない
かということで槍を突きつけられる。 その力をいただ
く...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

44→ 具体的説明 やる気がないということ

これ自民党がやるといえば1日でできること、簡単な
事なんです。  衆参合わせて過半数あるんだから。 1
日でできることを、今回、ろ、7ヶ月間議論して、棚
上げました。 やる気がないということなんです。 民
間の皆さんの税金を集める側が、その人間が、民間の
皆さんに消費税を上げようとそういう形でルールを決
めれる側の人たちが、自分達は民間の中では、も、考
えれないようなそういう優遇を受けてます。  これで
は役所も...



45→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

政治家の身分を変えてきた我々以外はで
きない

こんな簡単なことすらできないのが、今の自民党であ
り、そして必要だねと言いながら自主的にやらないの
が今の立憲民主党の皆さんです。 我々自主的にやって
るから、今日も司会してくれてるけど、オトキタさん
は公開すれば洗剤を買ってたっていうことでね、皆さ
んチェックされて怒られてましたよ。 洗剤は何で経費
なんだ。 だから事務所の洗剤だから、経費になるのか
なと拡大解釈、洗剤はだめですよということで、その
お金はもう...

- -

49 説明のある話題 海老沢由紀に力を貸して

だから今の間に、やっぱり我々が今現役世代である
我々がね、その将来未来をしっかりと真正面からね、
え、受け止めて今の時代にやはり構造を変えていく、
昭和の構造から令和の構造に変える。 これを大阪で
やってきた...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

48 → 具体的説明 ツケを回しているようじゃ無責任

何度も言いますけど、昭和の時代は人が増えていって
る時代。 高齢化率は5パーセントだった。 今、高齢化
率は3割に近づいているんです。 寿命も昭和の時代は
70歳代。 今、男性が84歳、女性87歳。 日本は寿命
100歳を、ノ＊時代を迎えると言われてるんです。 高
齢者が増えれば、社会保障必要になるんです。 でもそ
れを次の世代、我々の子や孫に、全部ツケを回してい
るようじゃ無責任、無責任としか言えないんです。...

- -

50
説明の少ない話

題
日本維新の会の候補に、皆さんの1票を
託して

ただ今のウッタエ＊は日本維新の会代表、私達のリー
ダー松井一郎、松井一郎よりオウッタエ＊でございま
した。 選挙戦もいよいよ中盤戦。 苦しい苦しい戦い
です。 どうか皆さんのその1票は、1枚目の投票用
紙、東...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



プレゼン全体を振り返ろう

【CHECK6】プレゼン全体の流れ・説明内容
話された順に話題のトピックが表示されています。
・話順は、各CHECKで表現されている数値です。
・トピックサマリーは、実際に話された内容のうち　重要と思われる用語です。
・チェックポイントでは一般的なプレゼンと乖離の大きい箇所にアラートが出ています。

「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示
されています。その場合でもこのAI分析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありませ
ん。 -

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1

もうすぐ電力が途
絶える可能性があ
る、ひっ迫してま
す

【自分】ミスター改革、改革大魔神、イノセナオキ。  
【自分】イノセナオキ。  
【自分】イノセさんの本の大作家、本が好きだと言っていた
ナガセさん、イノセさんの本の中で一番好きなのは何です
か？  
【自分】それはね。  
【自分】あははは。 さっき、さっき言ったじゃん。  
【自分】それはね、一つ言うとね、イノセさんからそれじゃ
ないんだよな、って言われそうじゃない。  
【自分】帝の肖像とか、色々あるでしょ。  
【自分】ありますよ。  
【自分】はい。  
【自分】全部読んでますよ、それは。  
【自分】あ、そうですか。  
【自分】あら。  
【自分】イノセさんの本、読んでますかね？ 皆さんね。  
【自分】是非、じゃあ皆さん、二枚目の投票用紙ですから
ね。 イノセナオキ。 今回は書くんじゃなくて、書かれる側
の人間ですから。 イノセナオキと、是非覚えていただきた
い。 それでは、早速イノセナオキ。 日本維新の会公認候
補、イノセナオキから品川の皆様にお伝えさせていただきま
す。  
【自分】イノセナオキです。 イノセナオキです。 これか
ら、もうすぐ電力が途絶える可能性がある、ひっ迫してま
す。

[6]「えびさわ由
紀が、東京選挙
区から立候補す
る」についての

具体的説明

2 再稼働可能なのは
17基あるんです

どうするか、岸田政権は具体策なし。 8月にポイント制だと
言ってる。 8月に2000ポイントがどうのって言ってる、今6
月で、7月はどうするんだっていうことなんです。 電力ひっ
迫で、あと数パーセントで大停電が、起きるかもわからない
のにも関わらず、なんの決定も出さない、岸田さんという人
はね、調整、調整、検討、検討でね、決断しないんですよ、
何にも決断しない。 無策か、無敵だと思ってる。 何もしな
いと支持率が上がると思ってる。 何かすれば、反響が大きく
なるから、支持率が下がると思ってる。 何もしないのが岸田
政権なんです。 電力をどうするんですか。 これをすぐに解
決しなければいけないんです。 これね、岸田さんはね、敵を
作らないんです。 敵を作らないっていう事は、何もしないっ
ていう事なんです。 嫌われる勇気がないんです。 具体的に
原発を動かせる物はあるんです。 ところが原発を動かすと言
うと、原発反対派に怒られる。 で、原発を動かさないと言う
と、原発賛成派に怒られる。 つまり、何もしないほうがいい
と思ってるんです。 原発はね、54基あって、21基が廃炉に
なりました。 今、動いてるのは5基です。 稼働可能なのは、
再稼働可能なのは17基あるんです。

[4]「具体策は何
もなしなんで

す」についての
具体的説明



3

一枚目の投票用紙
には、ありがと
う、どうも、エビ
サワユキと書いて
ください

だから、で、あと何基動かすんだと、この夏と来年の冬のた
めには、何基だ、あと何基必要なんだと、具体的にこことこ
ことここ、やりますと、説明もしますと、地元の人について
も説明しますと言えばいいんです。 何も言わないんです。 
嫌われる勇気がないから、決断をしないから、だからダメな
んです。 今隣にエビサワユキが参りました。 東京選挙区は
エビサワユキ。 エビサワユキ。 全国比例はイノセナオキ。 
イノセナオキ。 一枚目の投票用紙には、ありがとう、どう
も、エビサワユキと書いてください。 二枚目の投票用紙に
は、全国比例、イノセナオキと書いてください。 どうも、あ
りがとう。 だから、何もしなければ日本は沈没するんです。

[4]「具体策は何
もなしなんで

す」についての
具体的説明

4 具体策は何もなし
なんです

この夏皆さん節電してくださいと、国民のせいにしてる、国
民が努力しなさい、総理大臣が努力しなくて、どうするんで
すか。 決断しなくて、どうするんですか。 こんなことを
やってると、日本は沈没します。 物価が上がって、賃金は実
質的に下がってる。 そして、さあ135円の円安が、140円に
なるかもしれないという時にも、具体策は何もなしなんで
す。 決断をしないんです。 調整、調整、調整、検討、検
討、検討で何もしない。

[5]「政界にベン
チャーが、新し
い風を、新しい
風を吹き込む」
についての客観
根拠・データ

5

政界にベンチャー
が、新しい風を、
新しい風を吹き込
む

【自分】今ね、岸田さんの支持率がそこそこに高いのは、コ
ロナが終わりかけてるからなんです。 コロナが終わってきた
から、支持率が、そこそこに高いんです。 ウクライナ戦争が
あるから、そこそこに支持率が高いんです。 何もしない方
が、何かすれば下がると思ってるんです。 だから、そういう
決断をしない人を、総理大臣にしていたら駄目なんです。 日
本維新の会は、この問題、改革を突き付けて、何もしない、
しがらみと既得権益だけの政党、自民党に対して、岸田総理
に対してノーを突き付ける、そして対案を出すんです。  立
憲民主党や、共産党は、反対、反対で何もできないから、新
しい、新しい政党、つまり、日本維新の会はベンチャーなん
です。 政界にベンチャーが、新しい風を、新しい風を吹き込
むんです。

[6]「えびさわ由
紀が、東京選挙
区から立候補す
る」についての

具体的説明

6
えびさわ由紀が、
東京選挙区から立
候補する

そして、東京選挙区は、えびさわ由紀、えびさわ由紀、えび
さわ由紀は、20年以上前に、日本、スノボのチャンピオンに
なっているんです。 チャレンジャーだったんです。 その結
果、この間のオリンピックで、平野歩夢が金メダルを取って
いるんです。 チャレンジャー、まさにベンチャー精神に満ち
た女性です。 そして、4人のお子さんを育ててきた、そうい
う、みな、あ、えびさわ由紀が、えびさわ由紀が、東京選挙
区から立候補する。 そして、2枚目、全国比例は猪瀬直樹で
す。 猪瀬直樹です。 宜しくお願いします。 では、えびさわ
由紀にマイクを変わります。 皆さん、宜しくお願い致しま
す。  
【自分】ありがとうございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

7

チャーミングな猪
瀬直樹、是非とも
宜しくお願いしま
す

只今お伝えさせていただきましたのは、2枚目の投票用紙、
あ、お母様、ありがとうございます。 2枚目の投票用紙、全
国比例に立候補しております。 猪瀬直樹、ミスター改革、改
革大魔神の猪瀬直樹からお訴えをさせていただきました。 両
手を上げて、ありがとうございます。 今ね、えびさわさんの
応援も先輩として一生懸命やっていただいてる、さっきも奥
さんの名前と一瞬間違えそうになりましたね、あはは。 あり
がとうございます。 猪瀬、チャーミングな猪瀬直樹、是非と
も宜しくお願いします。

[6]「えびさわ由
紀が、東京選挙
区から立候補す
る」についての

具体的説明

8

ちょっとやそっと
の事ではへこたれ
ない、えー、そん
な根性もあります

それでは皆様、もう1人の東京都選挙区の候補、えびさわ由
紀、えびさわ由紀からも、品川の皆様に、松井一郎代表到着
前に、5分間、お訴えをさせていただきます。 宜しくお願い
致します。  
【自分】えー、皆さん、こんにちは。 参議院、東京都選挙区
から立候補しております、日本維新の会、えびさわ由紀でご
ざいます。 今、えー、全国比例、2枚目の投票用紙の猪瀬直
樹さんからも、えー、ご紹介があったように、実は、私、20
代の頃、プロのスノーボード選手で、日本チャンピオンにな
りました。 もうね、当時は大きなジャンプ台から落下して、
そして大怪我をして、救急車で運ばれたり、フランスで氷河
のクレバスに真っ逆さまに落っこちて、そして、ヘリコプ
ターで救助されたりですね、もう、本当に、あの、様々な経
験を積んでまいりました。 えびさわ由紀、ちょっとやそっと
の事ではへこたれない、えー、そんな根性もあります。

[12]「日本維新
の会、エビサワ
ユキにお力をい
ただきたい」に
ついての具体的

説明



9
本当に大変なんだ
な、身をもって感
じました

えー、そして、しっかりと政治の経験も積んでいます。 10
年間、もうすぐ来ますけれども、えー、松井さんとも一緒
に、えー、政治をしてまいりました。 そして市会議員として
も、えー、改革の現場に身を置いてまいりました。 私は、
えー、今回、この日本の少子化対策、えー、何とかしたい、
えー、そう思って立ち上がりました。 私は、この都内で4人
の子供を育てるお母さんです。 今、5人目も頑張っておりま
すけれども、あ、そこ、笑うところなんですけど。 あの、
＊。  
【自分】＊人のお母さんなんですけれども、この国で子供を
産んで、育て、大学までちゃんと教育をつけよう、そう思う
と、本当に大変なんですね。 私、小学生から大学生まで、子
供おりますけれども、この春に、え、長男が大学に入りまし
た。 私立に行ったんですね。 もうね、私立だけは絶対止め
ろって言ったんだけれども、私立しか合格しなくて、私立に
行きました。 もう入学金と授業料で100万越え。 私は分割払
いを選びましたけれども、もう、ね、本当にこの国で子供も
ちゃんと大学まで出す、ありがとうございます、エビサワで
す。 本当に大変なんだな、身をもって感じました。

[15]「教育の無
償化、私、エビ
サワユキにやら
せてもらいた

い」についての
具体的説明

10

教育費の心配がな
かったら、もっ
と、お父さんお母
さんの肩の荷って
下りる

え、そして、私は今、え、再婚してるんですけれども、え、
実は、一度離婚をして、え、シングルマザーで子育てをして
いた時があります。 その時は、私一人で、この子をちゃんと
教育受けさせないといけないと思って、もう、ずーっと、
ずーっと、いつも仕事をしながら、子供の教育のことばっか
り考えてました。 それを思いますと、今、どうでしょう、こ
の日本でも、3組に1組が離婚をする状況です。  で、大体
が、お母さんが引き取ります。 恐らく、毎日、働きながら、
お子さんの教育費の心配されている一人親の方、たくさんい
ると思うんです。 もし、教育費の心配がなかったら、もっ
と、お父さんお母さんの肩の荷って下りるんじゃないかな、
そんな風に思います。 こういう状況を、今の政治は、ずーっ
とほったらかしにして来たと思うんです。

[9]「本当に大変
なんだな、身を
もって感じまし
た」についての

具体的説明

11
少子化が進んでい
くと、本当にこの
国はどうなるのか

子育て支援、教育の無償化、こういう所に政治は目を向けて
こなかった。 何故なら、子供達には一票がない。 そこに票
がないから、中々そういった政策、重きを置いてこなかっ
た。 それがこれまでの政治ではないでしょうか？ だから今
子供が生まれないんです。 去年、子供の数、80万、81万人
になりました。 私は40代だけれど、私が子供の頃は、200万
人ぐらい子供は生まれていました。 このまま、どんどん、ど
んどん少子化が進んでいくと、本当にこの国はどうなるの
か。

[10]「教育費の
心配がなかった
ら、もっと、お
父さんお母さん
の肩の荷って下
りる」について
の具体的説明

12
日本維新の会、エ
ビサワユキにお力
をいただきたい

皆さんの医療や年金、社会保障制度はどうなっていくんで
しょうか？ 私は、これ、真剣に、真剣に、これ、日本の課題
だと思っています。 え、そして、皆さんどうか、今回の参議
院選挙で、日本維新の会、エビサワユキにお力をいただきた
いと思っております。 それは、え、これまで、もうすぐマツ
イ市長が来ますけれども、私は、マツイ市長と共に、市会議
員として、改革を行って参りました。

[15]「教育の無
償化、私、エビ
サワユキにやら
せてもらいた

い」についての
具体的説明

13
それができるのが
日本維新の会なん
です

日本維新の会というのは、次の選挙を怖がらないで、将来の
日本をつくる子供達のための政策をたくさん実現をしてきま
した。 その一つが、全国で初めてやった、私立高校の授業
料、実質無償化です。 これは、絶対にできないと言われてま
した。 できない理由がたくさんあったんですね。 でも日本
維新の会は違います。 できる理由が一つでもあれば、も、そ
こから取っ掛かりを見つけて、絶対に改革するんだ、絶対や
るんだ、覚悟を持って、迫力を持って、私達は変えてきた。 
それができるのが日本維新の会なんです。

[15]「教育の無
償化、私、エビ
サワユキにやら
せてもらいた

い」についての
理由・ニーズ

14
将来を担っていく
子供たちに徹底的
に投資をしてきた

そして、私は、市会議員として現場で見てきました。 子供達
の給食、いろんな家庭があります。 この、お昼の給食だけが
唯一の、唯一の食事だと。 そういう子供達、私は政治の現場
でいっぱい見てきました。 だから私達は、所得制限に関わら
ずに、給食費の無償化、小学校、中学校、これ、政令市で初
めてです。 所得制限かかってない、こういった教育、給食費
の無償化も初めて実現をした。 増税はしていません。 私達
は。  
【自分】徹底的に行政改革と財政改革から、財形も生み出し
て将来を担っていく子供たちに徹底的に投資をしてきたんで
す。  
【自分】ソウダ＊。  
【自分】ありがとうございます。

[15]「教育の無
償化、私、エビ
サワユキにやら
せてもらいた

い」についての
理由・ニーズ



15

教育の無償化、
私、エビサワユキ
にやらせてもらい
たい

東京選挙区のエビサワユキです。 だから、そういった実績の
ある日本維新の会、エビサワユキにこの、これからの日本を
背負っていく子供たちの支援、そして教育の無償化、私、エ
ビサワユキにやらせてもらいたいんです。 え、どうか皆さ
ん、力をください。 私は本気で、ええ、この国を変えようと
思って、短大しか出てなかったんですけれども4人の子供育
てながら法学部、大学3年に編入をしました。 5年かかった
けど、ちゃんと卒業もして、本当にこの国を変えていこう、
本気で思っています。 生半可な気持ちで立候補していませ
ん。 どうか力をください、よろしくお願いいたします、あり
がとうございました。  
【自分】ありがとうございました。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

16
体調の管理だけは
十分お願いをした
い

ただ今、オツタエ＊さしていただきましたのは、エビサワユ
キ、東京都選挙区から立候補いたしました、エビサワユキで
ございます。 さあ、そして皆さま、大変お待たせいたしまし
た、日本維新の会の代表がこの場所にやって参りました。 先
ほど、イノセさんに言われて気づいたんですが、これ大変珍
しい光景、元大阪府知事と元東京都知事という、日本の2大
都市の知事が今並び立って、このエビサワユキ頑張れと、エ
ビサワユキを何とか押し上げたいと改革の大先輩たちが今、
力を合わせています。 それでは皆さま、日本維新の会代表の
マツイイチロウ、マツイイチロウより、オツタエ＊させてい
ただきます。 よろしくお願いいたします。  
【自分】ええ、皆さん、こんにちは。 日本維新の会、代表の
マツイイチロウです。 や、暑い中、政治の話なんていうのは
面白くもないのに、こうやって立ち止まってね、聞いていた
だいてるということで、本当に感謝です。 ま、これだけの気
温ですから、ぜひ皆さん、熱中症にならないように、マスク
をされてる方もいらっしゃいますが、あの、もし息苦しく
なったら外ですんでね、マスクをちょっとずらして金魚みた
いにね、ちょっと深呼吸ぱくぱくしていただいてね、体調の
管理だけは十分お願いをしたい、思っております。

[19]「東京23区
よりも大阪市の
ほうが、流入人
口が増えまし」
についての具体

的説明

17 東京はどんどん、
どんどん発展する

で、日本維新の会、やっぱりどうしてもね、東京ではなじみ
が薄いんです。 そらね、今から12年前に、われわれは大阪
で地方議員が集まってね、大阪を改革するために政治の集団
を作りました。 まあ、代表にハシモトさん、そのときに僕は
幹事長というかたちで、ま、当時の大阪がひどかったンダ
＊。 東京は、ヤハリネ＊、人がどんどん集まってきて、一極
集中、ま、一極集中し過ぎて、ちょっとコウ＊、不便なとこ
ろもあるかもしれないけど。 やっぱりね、東京はどんどん、
どんどん発展する。

[18]「豊かに
なっていける、
ま、そんな大阪
を作りたかっ

た」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

18
豊かになっていけ
る、ま、そんな大
阪を作りたかった

ところが、昔の大阪は東京と、まあ、並びながらね、ニガン
デル＊といわれた時代もあったノデス＊。 今から15年前、
まあ、本当にね、どんどん、どんどん、大阪からね、人、
物、企業がもう外へ外へ出て行って、どんどん、どんどん衰
退してる。 で、僕もね、子供がいて孫もいるんですけど、
やっぱり大阪でね、住みやすい、そして、大阪で真面目にや
ればね、豊かになっていける、ま、そんな大阪を作りたかっ
た。

[19]「東京23区
よりも大阪市の
ほうが、流入人
口が増えまし」
についての理由

・ニーズ

19
東京23区よりも大
阪市のほうが、流
入人口が増えまし

厳しい、厳しい状況の大阪を、せ、再生させるためにわれわ
れはスタートしたんです。 そして、それから10年が経過を
いたしました。  10年経過する中で、2年前の数字ですけど
も、コロナでやはりどんどん人が移動する、まあ、なかなか
ね、コロナということで、まあ、あの、人、人が多いエリア
はね、どうしても避けていくとか。 そういうことがありまし
て、2年前の数字ですけれども東京23区よりも大阪市のほう
が、流入人口が増えまし。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



20
今アジアではナン
バー1の住みやす
い都市

【自分】そして、おとといかな。 あの、イギリスのエコノ
ミ、エコノミストっていう雑誌があるんです。 この雑誌で、
世界で住みやすい都市ランキングっていうのが、あの、アン
ケート調査で結果が出ました。 えー、大阪が、世界の中での
10位なんです。 で、東京は今10位のランキングに入ってお
りません。 まあ、今アジアではナンバー1の住みやすい都市
として、まあ、いよいよ認められてきたかなと。 それなん
で、そうなってきたのかな。 この所得が上がらない中でね、
皆さんの生活。 昨日よりも今日、今日よりも明日、少しで
も、ま、楽に計画生活できるようにしようと思うと、可処分
所得を上げるしかないんです。 今まで負担になっていた部分
を、何とか行政がそれを支援すれば、可処分所得は上がりま
す。 所得が上がらない部分を、何とか補助で、やっぱり生活
しやすい環境を作っていこうと。 すいません、緊急自動車が
来ておりますので。 【サイレン1:47まで】。 火事ですか
ね。 オッケーのようです。 で、可処分所得どうやって増や
していくか。 まあ、先程エビサワ候補も言ってたと思います
けども。 まずは、やっぱりね、少子化問題解決する。

[24]「所得制限
なしで、今大阪
では小中学校と
も給食代は無

料」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

21
子育て世代への支
援、子育てする環
境を改善

少子化問題っていうのは、もうアンケート調査ではっきりし
ているんです。 なぜなら、子育てにお金かかりすぎるから、
産み育てることに躊躇するということなんです。 だから、子
育て世代への支援、子育てする環境を改善していけば、子は
宝ですから、やっぱりみんな子供が欲しいっていう思いも
持ってるんだから、そこを改善すれば、この少子化問題、出
生率が少しずつ改善できるだろうなということで。

[22]「10年前か
ら私立高校の授
業料無償化」に
ついての理由・

ニーズ

22
10年前から私立高
校の授業料無償化

もう、先ほどエビサワ候補＊＊＊言ってましたけども、大阪
ではもう10年前から私立高校の授業料無償化というのに取り
組んできました。 そして、10年前取り組んだその成果を、
当時の自民党総裁である安倍総理に、2014年の選挙で教育無
償化やるべきだってことで、ま、ぶち当てていったら、安倍
総理が、いやそれはいいことやってるね。 これは国でもやっ
ぱり力を入れていこうよ、ということで、今全国で幼児教育
の無償化から私立高校の負担軽減という形で、そういうふう
に広がってきております。 これ維新の会が、最初に大阪で
やったことが全国に広がってきたということなんです。

[24]「所得制限
なしで、今大阪
では小中学校と
も給食代は無

料」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

23 給食の無償化

それから、先ほども話しありました。 給食の無償化。 元々
皆さん、10年前、大阪ちゅうのは中学校給食なかったんで
す。 やってなかったんです。 ＊＊＊今の時代ね、どこの家
庭でもお母さんのお弁当を作れる家庭ばっかりじゃない。 先
程話あったよ。  
【自分】ニ＊、一人親世帯というのも増えてきた。 だから、
お父さんもお母さんも、働きに行っている、そんな中で朝早
くからお弁当作るの大変な家庭もあるんだから、やっぱり給
食はね、必要だよねということで、ハジモトさんが市長のと
き、なかった給食をまずスタートした。

[24]「所得制限
なしで、今大阪
では小中学校と
も給食代は無

料」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

24

所得制限なしで、
今大阪では小中学
校とも給食代は無
料

最初はお弁当だったんです。 でも、そのお弁当がね、なかな
か評判が悪い、まずい、冷たい、こう言われました。 ヨシム
ラさんが、その後引き継いで市長なって、自己調理方式、
あったかい給食に切り替えました。 そして、僕の時代になっ
てね、市長になって、やはりコロナで子育て世帯の負担が増
えてる。 子育て世帯の収入が減ってる。 そんな中で可処分
所得、どう増やしていくか。 給食料金、給食代を子供一人あ
たり大体4500円かかるんです。 ところがこの、これが1年で
いくと5万円ぐらいかかる。 子供2人いると10万円ぐらいか
かる。 よし分かった、給食代を無償にしようよ、所得制限な
しで、今大阪では小中学校とも給食代は無料です。 そういう
かたちで子育て世帯を応援してきて、先ほど申し上げたよう
に、住みやすくなったから今現役世代が大阪市にどんどん
引っ越して来てくれて、増えています。

[25]「大阪市で
2000億ありま
す」についての

具体的説明
✔

ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

25
大阪市で2000億
あります

で、そういう人たちが増えることで、税収も伸びてきたか
ら、散々今まで破綻するんじゃないの、もう財源が枯渇する
非常に厳しい状態だったのが、今年の4月、予算編成しまし
たら、給食を無償化にして、幼児教育も無料にしても、今、
収支均衡、赤字ではありません。 で、4月の時点では、財政
調整基金っていうんですけど、行政用語で。 これ何かあった
ときに、すぐに必要となる現金を貯金しておく、その現金が
今、大阪市で2000億あります。 大阪府でも2000億ある、東
京都はもっとあるけど、でも、東京都、東京都はやはりね、
日本の首都としてどんどん人が、は、増えてきてるから。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



26
今の間に改革をし
とかなきゃ駄目な
んだよ

やっぱり、今は税収上がるけど、そのうちね、改革をしない
と、これは、イシハラ御大が、イシハラシンタロウさんが、
僕が一緒にチーム組んでたときに言ってたけど、それは東京
は今、どんどん人が増えてにぎわってて、いいんだけどね。 
でも、これはリスクもあるんだよ、マツイ君と。  これはも
う、みんな一つ一つ、毎年、年イク＊わけですから、この大
勢、人が集まってるところで高齢化が進むと、社会保障費っ
ていうのはどんどん増大していくんだよと。 だから、今の間
に改革をしとかなきゃ駄目なんだよと、いうことをイシハラ
さんも言ってた。

[25]「大阪市で
2000億ありま
す」についての

具体的説明
✔

ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

27
東京だけで日本を
引っ張っていくの
は無理

そして、もう一つは東京だけで日本を引っ張っていくのは無
理なんだ、今ね、日本の自治体で国からお金をもらわなくて
も運営できる自治体っていうのは東京都だけなんです。 東京
の皆さんが稼いでくれたおかげでね、全国にその稼ぎを分け
与えていただいてる状況。

[29]「多極分散
で経済を成長さ
せて、法人税を
伸ばして」につ
いての理由・

ニーズ

28
積み上げた税収全
体は、これは減っ
ていきます

でも、これから日本は人口が減少して国民一人一人、人口が
減少するんだから国民一人一人の、ええ、積み上げた税収全
体は、これは減っていきます、増えることはないんです。 そ
れを増やそうと思うと消費税を今、10パーを20パー、30
パー上げなければならない。 そんなことしたら、皆さんの生
活が成り立ちません。

[29]「多極分散
で経済を成長さ
せて、法人税を
伸ばして」につ
いての理由・

ニーズ

29
多極分散で経済を
成長させて、法人
税を伸ばして

だから、やはり日本の都市では、東京一極ではなく二極、三
極、多極分散で経済を成長させて、法人税を伸ばして、何と
か持続可能な国を作っていかなければならないんです。 今、
われわれは大阪で改革をやって財源を生み出して、そういう
現役世代が集まるような住みやすい環境を作って。

[30]「今は、10
年連続黒字」に
ついての具体的

説明
✔

ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

30 今は、10年連続黒
字

【自分】＊、少しずつですども、東京の皆さんに、おんぶに
だっこではない、そういう大阪を作る、その目処が、やっと
立ってまいりました。 今年、予算編成しましたけども、長期
のシミュレーションでいくと、あと5年でなんとか皆さんか
ら税金を分け与えられるんではなくて、なんとか自立して、
逆に地方の＊、各都市を支えるぐらいの、そういう財政状況
になるという、長期シミュレーションが出てきております。  
何が言いたいか、あれだけ厳しい状況だった大阪、借金だら
けですよ。 そして、え、借金だらけで税収は落ちるばっか
り。 僕が、地方議員で＊行った時は、11年連続の赤字だっ
たんです、大阪府。 今は、10年連続黒字で、やりくりをし
ております。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

31
税金の使い方を令
和の時代に合うよ
うに

で、それをそういう形に変えたのは何か？ 昭和の時代の役所
の構造、昭和の時代の考え方、昭和の時代の税金の使い方を
令和の時代に合うように、見直してきたということなんで
す。

[37]「役所の仕
事のやり方を見
直してきた」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

32
成長してない30年
の、そのほとんど
は、自民党

今まで、30年間、この成長してない30年の、そのほとんど
は、自民党が政権を担ってます。 民主党の皆さんが、一時
期、3年ほど政権を担いました。 30年間、ほとんど自民党政
権モッテ＊、担ってきて、選挙のたんびに、皆さんの所得を
上げます、皆さんの生活を楽にします、言い続けてきて、
今、皆さん、なってますかね。

[33]「過去、何
言ったのか、思
い出して下さ

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

33
過去、何言ったの
か、思い出して下
さい

これ、公約なんだから、選挙っちゅうのは、今回の参議院だ
けじゃないんです。 つい去年の、10月にも、衆議院の選挙
があったし、そして、そのちょっと前、3年前にも参議院の
選挙があった。 この10年間で、8回、国政選挙あったんです
よ。 皆さん、政治家がこうして、皆さんに公約を訴える。 
訴えれば、この公約を任期内で実現するのが本来、政治の役
割なのに、いつの間にか、国民の皆さん、有権者の皆さん、
今、目の前の公約、耳触りのいいところは、しっかり聞いて
くれるけど、過去、何言ったのか、思い出して下さいよって
いう話なんですよ。

[34]「負担は増
えてるじゃない
ですか」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

34 負担は増えてる
じゃないですか

過去、何言ったのか。 過去、全部が、全ての政党が、日本を
成長させる、負担を軽減する、言ってきたけど、負担は増え
てるじゃないですか。 ＊我々は、日本維新の会、これ、大阪
において、今、ま、ある程度支持頂いてます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



35 全国では自民党が
圧勝

東京の皆さんには、まだまだナジミ＊が薄いけどね。 今から
8ヶ月前にも、衆議院の選挙があったわけです。 衆議院の選
挙。 全国では自民党が圧勝してました。 強かった。

[36]「大阪で
は、言った約束
を守ってきたか
ら」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

36
大阪では、言った
約束を守ってきた
から

でも、皆さん、東京から見てちょっと不思議だったのが、大
阪だけは、15の選挙区で、自民党に全て勝利したんです。 
立憲民主党の、あの、選挙に強いって言われたツジモトさん
にも勝ちました。 小選挙区ですよ。 それは、なぜか？ 大阪
では、言った約束を守ってきたから。 大阪の人が、あ、維新
ちゃんとやってるよねっていうことで、自民党が全国で非常
に高い中で、大阪だけ勝たして頂いた。 でも、この改革が、
まだ、大阪と関西の一部にしか広がっていない。 これは、大
阪でできたことは、当たり前だけど、全国でできます。 東京
でもできるんです。 で、東京は、今は、豊かですけど、これ
からやっぱり、社会保障費も増えていくから、今の間に、昭
和の形ではなくて、昭和の考え方ではなくて、これから人口
が減少。

[34]「負担は増
えてるじゃない
ですか」につい
ての理由・ニー

ズ

37 役所の仕事のやり
方を見直してきた

【自分】シテイク＊、超高齢化社会に突入する、その時も安
心できるように、昭和の構造を変えましょうよ、大阪は変え
たんだから。 そして僕らは、それを行政を預かる立場とし
て、僕は知事2期、市長1期やってます。 でも大阪府も、大
阪市もソラ＊国の予算と比べれば、ちっちゃいけども、それ
でもね、1年間4兆円の予算編成やってるんです。 何万人と
いう職員を動かしてきたんです。 そういう中で、それだけの
財源を作ることができます。 給食無償化で、約60億お金要
ります。 私立高校無償化に200億お金要るんです。 昔の10
年前の大阪の、あの赤字の状況、借金だらけの状況じゃ、こ
んなの考えられなかった。 でも今実際に実現できてるんだか
ら、それは役所の仕事のやり方を見直してきたんです。 今の
役所っていうのは、日本全国すべて、これ昭和の形なんです
よ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

38
やり方を見直すこ
とで、計上経費を
ぐっと抑える

今、令和の時代だから、変えれるんですよ。 これね僕らが
やってきたのは、やっぱり役所のお金の使い方、内向きでは
なくて、内向きの経理、計上経理オトス＊、そうすることに
よって、財源は生まれてくるんです。 その間、我々大阪にお
いてはね、職員の数も4，500人ぐらいグッと圧縮しました。 
クビにするんじゃないんですよ、公務員簡単にクビにそんな
できません。 ＊は、みんな今、高齢化社会なんだから、みん
な一時、え、ある一定年齢がくると、定年退職していくんで
す。 500人定年退職すれば、じゃあ次は新しく入ってくる
人、200人。 だって民間では、人手不足があるんだから、役
所だけがどんどんどんどん肥大化しても仕方がない。 そうい
う形で、仕事のやり方を見直すことで、計上経費をぐっと抑
えることができる。 役所でなければならない、役所でしかで
きない仕事、＊、民間で変われることなのか、そういうこと
もタエズケンショウ＊をして参りました。

[37]「役所の仕
事のやり方を見
直してきた」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

39 1年間で10億円お
金が変わってくる

例えば、東京にもあるけど、あの、公営住宅、あの住宅の維
持管理、どこの自治体も役所が天下り先がやるんです、役所
の天下り先。 こんなの普通のデベロッパー、不動産事業者の
皆さん、マンションを、けい、経営する管理さんと一緒なん
だから。 そこで、そういう人たちに入札で、やっぱり経費を
落とすことを考えながら、そういう人たちに参入してもらえ
る。 それをやるだけでね、1年間で10億円お金が変わってく
るんです、10億円。 で民間だから、サービスも良くなっ
て、満足度向上しますよ。

[38]「やり方を
見直すことで、
計上経費をぐっ
と抑える」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

40
政治家があまりに
も優遇厚遇されて
る

天下り先の団体がやるよりはよっぽど、え、住んでる人にも
プラスだし、財政的にもプラス。 ダカラ＊、こういう形が令
和の時代の役所の動かし方なんです。  ね、皆さん、この改
革は全国でやることができるけど、それをやるためには、
やっぱ霞ヶ関永田町で、マダネ＊、旗を振らないと、これで
きません。 そして、そのためには、そのためには、政治家が
あまりにも優遇厚遇されてるような、そんなことでは役所の
改革はできないんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



41
政治家がね、本気
度を職員に見せつ
ける

維新の、維新の言う、＊＊＊改革というのは、自分たちの給
料ちょっと削って、そこでお金を生み出す、これは大きな目
的ではありません、そんなの大した金額にならないから。 府
議会議員も3割報酬カットしたし、＊も2割カットしたけど、
それで浮いてくるのは、年間6億円ぐらい。 これはね、その
お金も大事だけど、それは、まあ、え、あの、おまけみたい
な要素なんです。 それは何かというと、やっぱり役所を動か
していく政治家がね、本気度を職員に見せつける。 本気でや
るんだよ、だから自分たち政治家は。

[40]「政治家が
あまりにも優遇
厚遇されてる」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

42

エビサワユキを、
この東京の選挙区
から国会へ送り出
して

【自分】自分たちの身分をバサッとメス入れて、本気で我々
もやる気あるよということを職員に、こう、意識改革させる
ためのきっかけなんです。 ＊それをやって、今人数を減らし
てるから、その仕事は忙しくなりますけど、みんなやっぱり
政治が本気になれば、職員の意識が変わって、今大阪はそう
いう形で財源を生み出せるような、黒字で運営できるような
役所になってきたということなんです。 これを全国でやりま
しょうよ、そのためには維新スピリットを持ったエビサワさ
んを是非皆さんお願いしますよ、これを。  エビサワユキ
を、この東京の選挙区から国会へ送り出してください。

[43]「特権意
識、これまず変
えましょう」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

43
特権意識、これま
ず変えましょう

一番やらなければならないのは、国会議員のね、本当に、あ
の、緩み弛みおごり、その本当にあの何て言うんですか、自
分たちの特権意識、これまず変えましょうよ。  一番は何か
と言うたら皆さんもご存知のように、去年の衆議院の選挙が
終わってね、そしてその時に大問題になったのが、あの、経
費の問題ですよ、経費。 皆さん、働いてられる方、経費使う
時に前、前渡しで100万円くれる会社ありますか？ そんなの
一切ありません。 商売されてる方、1年に一度確定申告行く
時に、領収書ないけども税務署が経費として認めますか？ そ
んなのは一切認めないんです。  当たり前の話なんですよ、
民間であれば。 ＊領収書があるから何に使ったかわかるから
経費扱いできる。 でも日本の中で700人を超える国会議員だ
けは、皆さんの税金100万円ポケットに入れてもらえるんで
す、先渡しで。 領収書の公開も必要ないんです。 こんな
ね、優遇厚遇はこれ駄目です。 これをまず変えるためには、
維新の会はみんなそれぞれ経費頂いてるけど、自主的にイン
ターネットで領収書公開してますから、そのぐらいのことは
全員の国会議員でやらさないと。

[44]「やる気が
ないというこ

と」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

44 やる気がないとい
うこと

これ自民党がやるといえば1日でできること、簡単な事なん
です。  衆参合わせて過半数あるんだから。 1日でできること
を、今回、ろ、7ヶ月間議論して、棚上げました。 やる気が
ないということなんです。 民間の皆さんの税金を集める側
が、その人間が、民間の皆さんに消費税を上げようとそうい
う形でルールを決めれる側の人たちが、自分達は民間の中で
は、も、考えれないようなそういう優遇を受けてます。  こ
れでは役所もピリッとしません。 当たり前のことです。

[46]「海老沢さ
んを東京選挙区
から国会に送り
出して」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

45
政治家の身分を変
えてきた我々以外
はできない

こんな簡単なことすらできないのが、今の自民党であり、そ
して必要だねと言いながら自主的にやらないのが今の立憲民
主党の皆さんです。 我々自主的にやってるから、今日も司会
してくれてるけど、オトキタさんは公開すれば洗剤を買って
たっていうことでね、皆さんチェックされて怒られてました
よ。 洗剤は何で経費なんだ。 だから事務所の洗剤だから、
経費になるのかなと拡大解釈、洗剤はだめですよということ
で、そのお金はもう返しました。 だから結局経費は必要だけ
ど、皆さんと同じようにすればいいじゃない。 皆さんが納め
た税金なんだから、皆さんがチェックすればいいんです。 そ
れすら今やりません。 特権階級の意識があるからです。 自
分達は選ばれて偉いんだよという意識があるからです。 この
意識を変えるためには、本気で政治家の身分を変えてきた
我々以外はできないんです。

[46]「海老沢さ
んを東京選挙区
から国会に送り
出して」につい
ての理由・ニー

ズ

46
海老沢さんを東京
選挙区から国会に
送り出して

我々は本気でその政治家の身分を変えてきましたから。 だか
ら、われ。  
【自分】＊自民党と真正面から対峙できる。 自民党に、喉元
にね、おかしいじゃないかということで槍を突きつけられ
る。 その力をいただくためには、野党第一党にならないと国
会で自民党と国会運営とかで、ソレ＊協議の場に出れないん
ですよ。  ですから皆さん、今回の参議院で1度野党第1党に
なるためのスタートラインに立たせてください。 そのために
はこの東京で、維新の会、あまりね、あの、馴染み薄いけ
ど、何としてでも僕と一緒に大阪の改革をやってきた海老沢
さんを東京選挙区から国会に送り出してください。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



47
維新の会に、皆さ
ん力を貸していた
だきたい

外交、防衛の話もそうです。 憲法の話もそうなんです。  憲
法改正は2016年の選挙で、当時安倍総理でした。 僕も維新
の代表で党首討論に出てましテン＊。 はっきりと憲法改正や
る、3分の2の発議をするための、えー、議員数を確保したい
というのが、その2016年、6年前の選挙で争点になりまし
た。 今、憲法改正議論なってますけど、皆さん。 2016年か
ら発議する3分の2の勢力はあるんですよ、6年間。 6年間あ
るけどもやらなかったのは、自民党が憲法審査会の、憲法審
査会の委員長のポスト持ってるのに、もうとにかくその発
議っていうこと言うと、賛否両論湧き上がる。 結局そういう
賛否両論、難しい問題を避けてきたのが自民党なんですよ。 
自民党にピリッとたてて、それ公約だったんだから。 自民党
は憲法改正＊なのに、自分たちがやれる力を持ったらどうも
誤魔化してしまう。 これをね、やっぱり約束をしっかりと守
さ、守らせる。  そのためには維新の会に、皆さん力を貸し
ていただきたいんです。 ぜひ皆さん、これから我々の子供や
孫がこの日本において安心で安全に住み続けられる、そうい
う国を作るためには、昭和の時代の考え方、昭和の構造を令
和に作り変えないともつことはないんです。

[48]「ツケを回
しているよう

じゃ無責任」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

48 ツケを回している
ようじゃ無責任

何度も言いますけど、昭和の時代は人が増えていってる時
代。 高齢化率は5パーセントだった。 今、高齢化率は3割に
近づいているんです。 寿命も昭和の時代は70歳代。 今、男
性が84歳、女性87歳。 日本は寿命100歳を、ノ＊時代を迎
えると言われてるんです。 高齢者が増えれば、社会保障必要
になるんです。 でもそれを次の世代、我々の子や孫に、全部
ツケを回しているようじゃ無責任、無責任としか言えないん
です。

[49]「海老沢由
紀に力を貸し

て」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

49
海老沢由紀に力を
貸して

だから今の間に、やっぱり我々が今現役世代である我々が
ね、その将来未来をしっかりと真正面からね、え、受け止め
て今の時代にやはり構造を変えていく、昭和の構造から令和
の構造に変える。 これを大阪でやってきたんで、ぜひ皆さ
ん、我々の経験を全国に広げていくために、海老沢由紀。  
皆さん、東京選挙区は海老沢由紀に力を貸してください。 そ
して比例は猪瀬さん。 も、猪瀬さんも76歳になられた。 5で
すか、75ですよ。 6年やったらそろそろの年になりますか
ら。  最後もう死ぬ気でやるということ。 命懸けですよ本当
に、もう寿命が、寿命があるんだから。 命懸けでやると言う
ね、そういう人に力を貸してやってください。 よろしくお願
いします。 ありがとうございました。 ありがとうございま
す。  
【自分】ありがとうございました。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

50
日本維新の会の候
補に、皆さんの1
票を託して

ただ今のウッタエ＊は日本維新の会代表、私達のリーダー松
井一郎、松井一郎よりオウッタエ＊でございました。 選挙戦
もいよいよ中盤戦。 苦しい苦しい戦いです。 どうか皆さん
のその1票は、1枚目の投票用紙、東京の選挙区は海老沢由
紀、海老沢由紀。 2枚目の投票用紙は、全国比例、今日は猪
瀬直樹、猪瀬直樹さんも来ています。 ぜひ猪瀬直樹をはじめ
とする日本維新の会の候補に、皆さんの1票を託してくださ
い。 よろしくお願い申し上げまして、このあたりの街頭演説
を終了させていただきます。 ご清聴、誠にありがとうござい
ました。 ありがとうございました。 これから松井代表この
お隣のキラキラ＊号に乗り込みまして、次は街頭演説会、蒲
田の会場まで向かって参ります。 え、どうぞ皆様でお見送り
をいただければ、たいへん幸いです。 ありがとうございまし
た。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊、頑張れ。  
【自分】頑張って。  
【自分】アリガトウ＊。  
【自分】どうもありがとうございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。


