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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

85%

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 タカギカオリ候補、みなさんの貴

重な1票、お願い

△ 少し詰め込みがち
2 7月、8月、9月の上下水道料金

は、基本料金減免です あなた側の話量は82分が適切と判定されました

3 維新の会にしかできません
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 改革が必要だという、そういう声を国
に届ける

5 大阪では皆さんに支えていただいて、
この改革

6 高木かおりにこの国政送っていただいて

7 税金払ってんのに、一個も生活環境良くなら
ない

8 圧倒的にナンバーワンの財政状況

9 司会議員のヤマダハジメでございます

10 給料が上がっていく社会を作らないといけな
い

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）

27.2語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
17 CLOSED 一番やっぱり話題になったのがですね、あ＊、見ました？

18 OPEN じゃ、なんでそれができないの？

20 CLOSED ＊ですか？

37 CLOSED そういう中で一つの事業に関しても、例えば大阪の箕面市、御存知ですよね？

38 CLOSED そこでは実は、両方一元化ってわかりますかね？

38 CLOSED 幼稚園も保育園も、これ子供達を、子供達を面倒みる施設ですよね？

40 CLOSED そういう中でその税金を無駄に使われてると思ったら本当に腹が立ちませんか？

69 CLOSED で、その後、よく皆さんが聞く話でね、知事と議会は車の両輪って言うでしょ？

72 CLOSED で、みなさん、100万円机の上に置いてもらえる経費なんてありますかね、民間で？



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　　 20トピック

もう少し、理由や根拠の掘下げが必要そうです

話題の数　23件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　20件

7 熱中症、気をつけてください 3 司会議員のヤマダハジメでございます

9 熱中症対策、とにかくしていただきたいんですよ 4
タカギカオリ候補、みなさんの貴重な1票、お願
い

19 もう一つは、社会保障制度改革 11 大阪においては様々な改革を実行してきました
18 給料が上がっていく社会を作らないといけない
25 大阪では皆さんに支えていただいて、この改革
31 維新の会にしかできません
33 支えてくれるのがやっぱり国の責任

38
縦割り行政の弊害が、相変わらず国の方では続い
て

44 高木かおりにこの国政送っていただいて

46
日本維新の会、松井一郎代表から、あー、お話を
させていただきます

49 税金払ってんのに、一個も生活環境良くならない
54 圧倒的にナンバーワンの財政状況
58 改革で生み、生み出した財源で十分まかなえて

62
7月、8月、9月の上下水道料金は、基本料金減免
です



65 政治家の、まあ、身分について、メス入れてった

71
2割の定数と3割の報酬カット、バサッともう、決
めてしまいましたよ

76
維新の会に、一度野党第一党のね、スタートライ
ンにつかしてください

78 是非ね、我々に力を貸してください
80 改革が必要だという、そういう声を国に届ける

83
マツイイチロウ日本維新の会代表からお話をさせ
ていただきました



【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　　 20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）

3 説明のある話題 司会議員のヤマダハジメでございます

どうもお世話になります。 司会議員のヤマダハジメで
ございます。 本日このあと、日本維新の会、マツイイ
チロウ代表、おおこちら、ああカンサイスーパー前、
寄せていただきまして、ええみなさんに、日本維新の
会へ...

↓

12→ 具体的説明
マツイイチロウ街頭演説会、まもなく開
催させていただきます

そして、我々維新の会からは、タカギカオリが今回教
育を中心、様々な政策を国でしっかりと＊れてやって
きます。 やっぱりね、皆さん、この国においても一番
大事なことは、政策をかざる前にまず覚悟、覚悟がい
ります。 覚悟を持って皆さんにしっかりとお訴えをし
ていかなければなりません。 ええ、是非ともですね、
まもなくマツイイチロウも来ますので、皆さんとにか
くあの熱中症に気を付けていただきます。 よろしくお
願い致し...

14→ 具体的説明
15時からマツイイチロウ街頭演説会開
催させていただきます

ええ、そしてですね、15時からマツイイチロウ街頭演
説会開催させていただきます。 ええ、まもなく始まり
ますので、熱中症にも皆さんどうかご注意いて、い
て、いただきながら、マツイイチロウよろしくお願い
致します。 ええ、そして今回の参議院選挙、ヨシムラ
ヒロフミと共にタカギカオリもマツイイチロウも皆さ
んでセットでこの大阪の改革を全国へと広げていきた
い、その思いでございますので、ええ、皆様どうかよ
ろしくお願い...

- -

4 説明のある話題
タカギカオリ候補、みなさんの貴重な1
票、お願い

そして、タカギカオリ候補の、おおチラシも、おお緑
のスタッフがお、お配りをさせていただいております
ので、ぜひお手にとって、ええご覧いただきたい、お
願いをさせていただいております。 日本維新の会、2
期目の...

←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

↓

1→ 具体的説明
ご支持ご支援、タカギサオリ候補へと、
お願い

話者A：お隣に、タスキをつけて、ええ手を振らせて
いただいておりますけれども、日本維新の会、公認候
補として、立候補させていただいております、タカギ
サオリ、タカギサオリでございます。 2期目の挑戦を
させていただいております。 是非皆様の、ご支持ご支
援、タカギサオリ候補へと、お願いをさせていただき
たい、皆様に、いい、その思いで、本日は、このタカ
ギこ、候補、西淀川区に、寄せていただいているとこ
ろでございま...

2→ 具体的説明
ご協力を賜りたく、お願いをさせていた
だいております

そしてこのあと、おお3時から、マツイイチロウ代
表、こちら寄せていただきまして、ええ、マツイイチ
ロウ、日本維新の会、代表、おおここ、西淀川区の皆
さんに直接、ううタカギサオリ候補、日本維新の会へ
のご支持ご支援、お願いをさせていただきます。 しば
らくの間、お騒がせを致しますが、ああこの選挙のリ
ということで、ええ皆様のご理解と、おおご協力を賜
りたく、お願いをさせていただいております。...

5→ 具体的説明
日本維新の会の参議院、参議院議員候補
の、おー、タカギカオリ

そして、この、投票される皆さん、おー、の投票の理
由ということで、えー、ある調査によりますと、
おー、人柄を重視して投票されるというのが、約3割
の方がそのように、いー、人柄を重視して投票される
ということが、あー、言われているわけでございます
けれども。 お、ほんとにこのタカギ候補、おー、セイ
サセテ＊いただくと細やかな、あ、気配りの、おー、
される、そんなステキナ＊方ダダダ＊、だなというこ
とで、え、私、市会...



6→ 具体的説明
タカギカオリを皆さまどうかよろしくお
願いいたします

私の隣が、参議院議員候補、タカギカオリ候補でござ
います。  話者A：ナカガワサン＊にカワッテ＊、
＊＊＊。  話者A：はい、はい。  話者A：え、そし
て、えー、この、タカギ候補の、おー、車の上、
えー、私と同じく、この西淀川区選出の、ナカガワセ
イタ、あー、シカ＊、府会議員も、おー、載せていた
だいておりますけれども、ナカガワ府会議員からも、
おー、この、おー、少しお話をさせていただきますの
で、どうぞよろし...

8→ 具体的説明
さまざまな争点がたくさん言われていま
す

そして、え、2時過ぎましたら、え、3時を過ぎました
ら、えー、松井一郎、松井一郎の街頭演説会をこち
ら、この場所に松井一郎が、えー、到着しまして、皆
さんに今回の参議院選挙、お訴えさしていただきま
す。 え、我々維新の会、もうしがらみも何もありませ
ん。 頼れるのは皆さんの1票。 だからこそ、我々維新
の会、こうやって皆さんにお訴えすることしかできま
せん。  今回この選挙戦においては、さまざまな争点
がたくさん...

13 → 具体的説明
タカギカオリ、皆さんどうぞご支援をい
ただきたいと思います

今回この参議院選挙を皆さんどうかですね、タカギカ
オリ、タカギカオリと皆さんの口コミでどんどん広げ
ていっていただきたいんです。 1日3人、1日5人でも
結構です。 とにかくこの選挙戦、まあほんとに他の政
党、もう余裕ですよ。 もう余裕でもう大阪にほとんど
帰ることありません。 違う地域に行って応援ばっかり
しています。 それほどこの大阪は余裕な状況と言われ
ています。 我々はそんな状況ではありません。 やっ
ぱ...

15→ 具体的説明 大阪府議会議員のヨコヤマヒデユキです

ええ、大阪維新の会街頭演説会このあとマツイ代表を
迎えまして、ええ、皆様にですね、参議院選挙にかけ
る熱い思いしっかりと訴えていきたいと思っておりま
す。 ええ、大阪維新の。  話者A：＊＊＊イタダイテ
ル＊、ありがとうございます。 ええ、＊＊＊させてい
ただいております、大阪府議会議員のヨコヤマヒデユ
キです。 ＊ホントニ＊お世話になっております。 あ
の、ニシヨドガワク＊のね、あの、府議会議員＊＊＊
あの、ナ...

16→ 具体的説明
タカギ＊カオリさん、日本維新の会、中
心となって

タカギ＊候補、あの、ダイバーシティいいましてね、
コレ＊、多様性というんですが。 まあ、今の社会、色
んな価値観が出てきておりまし＊、＊、多様性の社会
を実現するダイバーシティに向けて、日本維新の会デ
＊、ダイバーシティセンシンキョク＊というのを作っ
ています。 その初代局長が、タカギ＊カオリさんで
す。 今の世の中、本当に課題が多いんですね。 男女
の格差の是正、貧困の格差の是正、そしてセイ＊の問
題ヤ＊。 本...

- -

7
説明の少ない話

題 熱中症、気をつけてください

さてですね、ほんとにですね、ま、今回、ま、今日も
含めて、ま、非常に暑いです。 とにかく炎天下、ガッ
タイジョウ＊はですね、皆さんとにかく熱中症、気を
つけてください。 熱中症だけにはですね、なってしま
えば...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

9
説明の少ない話

題
熱中症対策、とにかくしていただきたい
んですよ

とにかく、家におったとしても、いたとしても、皆さ
んクーラー、こうしっかりと付けていただいてです
ね、もうあの、しっかりと熱中症対策、とにかくして
いただきたいんですよ。 で、やっぱり我々、もうほん
とにこう...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

11 説明のある話題
大阪においては様々な改革を実行してき
ました

この有事の時に、やっぱり政治の決断、そして実行、
これがいかに大事か。 でも＊残念なことに、維新の会
以外のいわゆる自民党政権の場合では、決断と実行が
もうほんとにできていません。 これが現実問題、我々
維新...

←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

↓

10 → 具体的説明
マツイイチロウ、この現地にて街頭演説
会を開催

そして、今回、ま、我々維新の会、ここで＊＊＊、松
井一郎が、ココ＊登場しまして、ここで演説するの
は、ほんとに1年ぶりぐらいです。 なので、ぜひとも
皆さんね、松井一郎、もう政治家としてもう引退を決
めています。 なので、お会いすることはほぼもう、少
ない時期になってきました。  話者A：なので皆さん是
非ともまもなく始まります。 マツイイチロウ、この現
地にて街頭演説会を開催させていただきますので、皆
様どうか...

- -



18 説明のある話題
給料が上がっていく社会を作らないとい
けない

何が言いたいか。 物価が上がっても、給料が上がって
いく社会を作らないといけないんです。 これ、世界で
はできて＊。 日本ガ＊ずっとできてないんです。 実
質賃金が下がり続けてる。 だからまずは、私たちが
貰...

←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

↓

17→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
苦しくなっている、これが今の日本

さて、ちょっとだけ今回の参議院選挙に向けて、あ
の、今朝の日曜討論でもですね、ちょっとNHK党とも
喧嘩してましたが、フジタ幹事長。 一番やっぱり話題
になったのがですね、あ＊、見ました？ あれ酷かった
ですね。 ははは。 一番ですね、話題になるのが、
やっぱりえっと、近々のインフレ。 物価が上がってク
＊んですね。 これはもうしょうがない。 あの、ロシ
アの侵略＊＊＊、セントウ＊によります。 価格が上
がってい...

- -

19
説明の少ない話

題 もう一つは、社会保障制度改革

そしてもう一つは、社会保障制度改革。 皆さんの年金
です。 若い子はもう、自分たちが年金貰えると思って
ないんです。 自分たちが払っても、将来貰えると思っ
てない。 ダカラ＊何が起きるか。 買い物しないん
で...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

25 説明のある話題
大阪では皆さんに支えていただいて、こ
の改革

簡単な話と怒られるかもしれませんが、できない話
じゃないんです。 大阪では皆さんに支えていただい
て、この改革やりました。  徹底した構造改革をやっ
て、財源を生み出した、そして、財源を教育の無償化
や、徹底...

←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

↓

23→ 具体的説明 政治家が給料3割削減した

じゃ、維新の会、何やったかと言うと、僕ら政治家が
腹くくって、給料削減、テイスウ＊削減するから、役
所組織全体もしっかり改革しようよ、こういう改革を
やってきました。 大阪府全体で、年間、皆さんの税金
から、皆さんの税金から払われてる、大阪府だけで職
員の人件費、約1兆円です、1兆円、9000億円デス
＊。 これが1年間に払ってる職員の人件費、なんでこ
んなあるのと言ったらですね、教員、警察官、行政職
員、この全...

24 →
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

1割の構造改革できたら、約2兆円の財
源が生まれる

さて、日本全体で、日本全体で皆さんの、きゅう
りょ、税金から払われている、公務員の人件費、日本
全体、日本全体で言うと約25兆円です。 年間、年間
です、25兆円。 皆さんの税金から、毎年25兆円の税
金が、この国ではゼンタイノ＊公務員に支払われてま
す。 もし、先ほど申し上げた大阪の改革のように、1
割、1割の構造改革できたら、約2兆円の財源が生まれ
るんですね。 そんな馬鹿なと、ちょっと思うかもしれ
ません、...

- -

31 説明のある話題 維新の会にしかできません

教育無償化と社会保障制度改革の抜本改革。 これは維
新の会にしかできません。 皆さんどうかお力添えいた
だいて、タカギカオリさん、素晴らしい活躍を6年間
していただきました。 2期目に向けまして、皆さんの
お...

←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

↓

27→ 具体的説明
教育の無償化、そして、社会保障制度改
革

1番大事なのは、私達が訴えている大きな柱2つ。 あ
＊、タカギカオリさんが中心で行なっています。 教育
の無償化、そして、社会保障制度改革です。 この2つ
は、教育の無償化はもちろん、教育格差の是正という
目的が極めて大きい。 子供達が生まれた時に、家庭の
経済環境によってその先の学習環境が違うというの
は、これは可哀想です。 だから、子供達には等しく
チャンスをあげないといけない。 等しい結果をあげる
んじゃな...

29→ 具体的説明 景気は、その元は全ては消費

そして、もう1つが社会保障制度改革です。 先程申し
上げたように、65歳になったらもう年金がもらえない
と、若い人達皆思ってるんですね。 じゃ、自分達どう
やって食っていけばええの、貯金するしかねーや、こ
れね、今の若い人達の考え方。 こんな考え方のままで
は、いつまで経っても景気は上がりません。 景気は、
その元は全ては消費です、個人消費。 GDPの6割は個
人消費で成り立っている。 だから、個人消費をしっ
か...

- -

33 説明のある話題 支えてくれるのがやっぱり国の責任

ま、それはなにかと言うと、今このカンサイスーパー
さん前お借りをして、こう演説をさせていてる、いた
だいているんですが、ちょっと言いづらいですけれど
も、本当に食品の値段が最近上がってきました。 先程
お話に...

←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



↓

32→ 具体的説明 日本の国で大変危機的な状況である

話者A：え、皆さんこんにちは。 今ヨコヤマ幹事長か
ら、えー、マイクをお譲りいたしまして、譲り受けま
して、えー、私の、おー、訴えを、え、しばしの間聞
いていただいた後、私が喋ってる間におそらくマツイ
代表が来られると思うので、あの、早速皆さんにお話
をさせていただきたいと思います。 ちょっと、あの、
日が陰ってきて、あの、あんまり暑くない状態でこの
まま続けばいいなと思いながら演説をさせて頂きます
が。 今、本...

34→ 具体的説明
暮らしを支えていくっていうことが、私
必要

もっと言えば我々日本維新の会は、すでに＊1本提出
させて頂いてますが、まずやっぱり消費税を減税す
る。 根本的なガソリン代、ガソリン税も減税する。 
そしてこれから夏本番でございます。 暑くなると思い
ます。 熱中症にならないように、やっぱりクーラーも
つけないといけない。 もちろん、常に、こう、コンセ
ントをひくとかね、コンセントを、こう抜くとか、そ
ういう節電は常にやって頂きたいんですけれども、
やっぱりクー...

- -

38 説明のある話題
縦割り行政の弊害が、相変わらず国の方
では続いて

そこでは実は、両方一元化ってわかりますかね？ 実は
これ子供たちの幼稚園、保育園、この一つの事例を少
し分かりやすく説明させていただくと。 幼稚園も保育
園も、これ子供達を、子供達を面倒みる施設ですよ
ね？ ...

←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

↓

37→ 具体的説明 残念ながら国は、ついていけてないです

もっと細かい話をすると、この教育に関する子供達取
り巻く、本当にこの問題ってサンセキ＊をしてるんで
す。 そういう中で一つの事業に関しても、例えば大阪
の箕面市、御存知ですよね？ そういったこう箕面市で
は、大変あの先進的な、大阪市もそうなんですけれど
も。 先進的な子供達のセサク＊が行われている。 そ
ういったことも、まあ国の方が逆に、大阪市とか箕面
市、そういった大阪に勉強しに来ている状態なんです
ね、今。 ...

- -

44 説明のある話題 高木かおりにこの国政送っていただいて

話者A：しっかりと、そういった私の強い思い、今日
お集まりの皆さん、そしてSNS等でご覧いただいてる
皆さん、この私の思い、これを叶えるならば、やっぱ
りこの維新の会の、この改革のナンイド＊、そして改
革、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

↓

40 → 具体的説明
国の方ではあちこちでまだまだされてい
るんです

これは私がイマ＊子どもたちのセサク＊をずっと訴え
続けているということで関わった法案の一つの事例を
今ご紹介させていただきましたけれども、こういった
ことが国の方ではあちこちでまだまだされているんで
す。 この縦割り行政というのを本当にしっかりと改革
をして正していかなければ、皆さん本当に大変な先ほ
ど賃金が上がらないっていうお話がありました。 働い
ても、働いても税金で持ってかれてる状態なんですよ
ね。 そうい...

43→ 具体的説明 身を切る改革で覚悟を示している

そういう中で、先ほど冒頭申し上げました、大阪では
改革がどんどん進んでいってる、これはやっぱりどう
してこれが前に進むかって言うと、この日本維新の
会、大阪維新の会訴えてるみんなで一緒に訴えてい
る、まさに覚悟だと思うんです。 身を切る改革で覚悟
を示している。 それだけ真剣に政治に向き合ってい
る。 馴れ合い、もたれ合いの政治なんかやるぐらい。  
話者A：だったら、政治家やめたほうがましだと思っ
てます。 そ...

45→ 具体的説明
私タカギカオリに、最後までお力お貸し
いただけますようお願い

どうか皆さん、どうか皆さん、私タカギカオリに、最
後までお力お貸しいただけますようお願いを申し上げ
ます。 松井代表にマイクをお渡ししたいと思います。 
どうか、どうかよろしくお願いをいたします。...

- -

46 説明のある話題
日本維新の会、松井一郎代表から、
あー、お話をさせていただきます

話者A：えー、お待たせをいたしました。 今ほど高木
かおり候補から、熱い訴えをさせていただきましたけ
れど、けれども。 それでは、日本維新の会、松井一郎
代表から、あー、お話をさせていただきます。 どうぞ
お...

←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

↓



47 → 具体的説明
無理な節電は控えていただいて、水分を
補給

で、今政府が言ってるのは、節電をお願いをするとい
うことですけども、それはね、言われなくてもこれだ
け電気代上がったらみんな節電しますよ。 で、そこで
皆さんにお気をつけていただきたいのは、ま、僕もそ
うなんですけどね、もうだいたい、僕は58歳で、60
近くなってくる、えー、こういうね、高齢者の歳に
なってくると、暑さをあんまり感じない、だから喉も
あんまり乾かないという、そういうふうなことで、家
にいるとき、電...

- -

49 説明のある話題
税金払ってんのに、一個も生活環境良く
ならない

話者A：平成、令和、令和に合わせた形を構造に造り
変えていかなければ、次の世代、本当に大変な状況に
なるんじゃないか、僕はコレ＊政治家が本気になれば
やれると思ってます。 というのも皆さん、大阪では昭
和の時...

←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 息苦しくなったらね、マスクを外して

で、今日もこうしてね、ほとんどの方がマスクをされ
て聞いていただいてますけどね、ま、息苦しくなった
ら、皆さん、野外ですからね、距離もありますから、
ちょっとマスクを外して、息苦しくなったらね、マス
クを外して金魚みたいにね、パクパク、あの、えー、
何て言うんですか、深呼吸していただいて、熱中症に
ならないように、あの、していただきたいと思いま
す。 で、この国、これから持続可能な国にしていくた
めに何が必要か。...

52→ 具体的説明
大阪府と大阪市でバラバラだから、無駄
遣いも多かった

昔は大阪と、大阪、大阪府、大阪市、それぞれバラバ
ラだから、意見合わないから、棚上げだった問題なん
です。 これが昭和の時の大阪の大問題、今この10年
間、2011年から少しは＊で動いて来てますんで、そ
んな中で皆さんの懸念事項は解決をしております。 そ
れから大阪府と大阪市でバラバラだから、無駄遣いも
多かった。...

- -

54 説明のある話題 圧倒的にナンバーワンの財政状況

その結果、今どうなってんのか、昔は大阪市破綻する
んじゃないのということを言われてました。 お金がな
いから、財政再建団体転落するんじゃないのいうこと
で、言われてたのが、15年前。 今どうなっている
か、政...

←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

↓

53→ 具体的説明 徹底的に改革と改善をやってきました

今から15年前、皆さん思い出してください、15年前
に皆さんは大阪市役所を取り囲んだね、大阪市は、大
阪市やく、え、大阪市役所は大阪市から出て行けって
言う、人のくら、あの、クサビ＊ができて、大デモが
ありましたけども。 今は大阪市は、皆さんの納税者の
皆さんの方を向いて、行政運営をしておりますんで、
みなさんがやっぱりこれおかしいよね、いうような部
分は徹底的に改革と改善をやってきました。...

55→ 具体的説明
裏付けがありますから、色んな形でサー
ビスを拡充

簡単に言うと、まあこれを、これをね比べる時の1つ
の基準として、将来負担比率ってあるんです。 将来負
担比率っていうのは、役所が借金してる部分をどうい
う形でね、返していけるか。 これの当時は200パーセ
ントという数字です。 200パーセントってどういう事
かって言うと、役所で何にも仕事をせず、1年間の予
算丸々借金返しにして、2年掛かるという事なんで
す。  で、これが次の世代、なん、何もしないなんて
事はあ...

- -

58 説明のある話題
改革で生み、生み出した財源で十分まか
なえて

で、僕になって、コロナの事もあって、2年前から給
食無償化、まあ全国政令市やってないけど、一度チャ
レンジしようよ、＊チャレンジする為の財源自信あっ
たからです。 これが赤字でやってれば、子供達、この
時は無...

←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

↓

57→ 具体的説明 給食費、小学校、中学校共に無償

で、子供達の給食費、小学校、中学校共に無償ですか
ら。 でも皆さん、10年前まで、給食そのもの無かっ
たんですよ、大阪市は、中学校給食が。 ハシモトさん
が、中学校給食無い＊、＊、あの無い事を知って、こ
れからの時代はやっぱりね、どこの家庭でもお母さん
がお弁当作る時代じゃない。 おと、ひとり親家庭もあ
る、出て、あの増えてきたから、やっぱり子供の栄養
確保の為には、給食必要だよね。  お弁当のまず給食
スタート...

- -

62 説明のある話題
7月、8月、9月の上下水道料金は、基本
料金減免です

で、維新の会の国会議員団、昨年少し、衆議院で、
こ、あの、数も増やしていただいたから、岸田総理に
それを突きつけたんです。 岸田総理は、聞く耳は持つ
か、持ってる方なんで、そうだねとは言ってくれたけ
ど、カイ...

←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



↓

59 → 具体的説明
改革をね、大阪市は、やっていかなけれ
ばなりません

話者A：ソレハ＊これからも、ずっと継続できるよう
に、たゆまぬケ＊、改革をね、大阪市は、やっていか
なければなりません。 それから、今皆さんが1番困ら
れてる物価上昇は、電気料金。 まあ、僕もね、あの、
今、じた、あの、住んでるのがね、オール電化なん
で、電気料金直撃ですよ。 去年と比べれば、2割程度
上がっております、2割程度。 だからこれはもう、去
年から分かってたんです。...

63→ 具体的説明 役人をピリッとさせないと

話者A：借金ばっかりで、全然お金がないから、何が
言いたいか、行政運営するっていうのは、やっぱり財
源の使い方を見直して、お金を作って、そのお金を皆
さんに還元していくのが、行政の仕事なんですよ。 
こ、これをね、国でもやらしましょうよということな
んです。 そのために、先ほど、まあ、うちのね、維新
の会のメンバーがいろいろ言ってました。 そのために
は、役人をピリッとさせないと、霞ヶ関、そして永田
町、あの役人...

- -

65 説明のある話題
政治家の、まあ、身分について、メス入
れてった

そのためにはまず厳しいことを、職員に言うために、
役所を動かしてんのは我々なんだから、政治家なんだ
から、厳しい事を言う限り、自分らがね、本当にね、
あの、優遇厚遇されすぎてたんでは、説得力ありませ
ん、当た...

←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

↓

64

→ 具体的説明 5人でやってた仕事は3人でやろう

で、ピリッとなったんが、大阪府と大阪市なんです
よ、この間。 そのピリッとさせるために、我々はまず
身を＊改革っていうのをやって、職員にも意識改革を
求めた。 公務員ってのは基本真面目ですから、政治家
が本気になったら、本気で知恵を絞ってくれますか
ら。 そうすることによって、財源が生まれてきた、何
の知恵を絞るか、今まで役所っていうのは潰れない組
織なんでね、人間っていうのは弱いもんですから、潰
れない組織に所...

66

→ 具体的説明
全ての全会一致で減らすことをやっぱり
目指すべき

先ほど、ま、うちの幹事長のね、ヨコヤマさんから話
があったかもしれないけどね、定数削減なんて、もう
30年前から大阪で言ってたんですよ。 皆さん選挙に
なるとね、議員さんはええな、ようさん人もおって、
高い給料もらろうて、楽やんか、おかしいやんか、30
年前からあったけど、結局選挙の時は、みんな言うん
ですよ、自民党から共産党まで。 あ、共産党は言いま
せん、彼らはあの、議席定数増やせ言ってるから。 大
体、自民...

- -

71

説明のある話題
2割の定数と3割の報酬カット、バサッ
ともう、決めてしまいましたよ

こういう風に思いまして、この大阪維新の会という地
方の、まずは政治集団を作ったんです。 で、その政治
集団が、皆さん、応援していただいてね、2011年、
なんと府議会で過半数の議席をいただきました。  過
半...

←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

↓

70

→ 具体的説明
危機感を持った政治の集団を議会で作ら
ないと

ところがこの話が、まあ、通用しなかったですね。 結
局、橋下さんには3割やってもらったけども、議会の
方は5パーセントで、これをね、うまくごまかそうと
した。 僕はもう、そんなね、やっぱり、政治に嫌気さ
してきてね。 とにかく、やっぱり、年下のね、橋下さ
んにそんなこと言って、自分が5パーセントではね、
かっこつかないし。 これではね、やっぱり、政治家と
して、職員に対して、まあ、職員に対して厳しいこと
は言えま...

- -

76

説明のある話題
維新の会に、一度野党第一党のね、ス
タートラインにつかしてください

だからうちの党はタカギさんも、アサノさんも使った
ら、きちっとホームページで領収書を添付して、納税
者であるみなさんにチェックをしてもらってます。 
チェックしてもらうから、たまにこれおかしいよって
言われま...

←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

↓

72

→ 具体的説明
国会行ったら100万円置いてあるわけで
すよ、机の上に

話者A：今の時代、直接みなさんから、みなさんの
持ってる携帯で、ふ、市のホームページ、府のホーム
ページに府民の声、市民の声が全部届くようになって
るんです。 だから、日本の今の構造、大阪は昭和の構
造から令和に作り変えてきたけど、あの霞が関永田町
はそのままです。  その象徴が、みなさん、あの国会
議員の、あの経費の問題なんです。 文通費という経
費。 あんな経費、昔からずっともらってるんですよ、
昔から。 で...



75

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

僕は国会議員じゃないんでね、そんなの
は厳しくやりますよ

で、これを、野党第一党の立憲民主党は、それ突きつ
けられるか。 突きつけられないんです。 なぜか。 彼
らも公開してないから、領収書。 で、わが党は、僕は
国会議員じゃないんでね、そんなのは厳しくやります
よ。...

- -

78
説明のある話題 是非ね、我々に力を貸してください これ1点でもね、一度ね、勝負かけさしてもらいた

い。 皆さん是非ね、我々に力を貸してください。...

←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

↓

77

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

身分が優遇厚遇されてる所、そこからで
もね、変えるべき

話者A：納税者が納得できるように税金の使い方見直
す、まずそこからスタートをさせますから。 我々野党
の第2党ではね、自民党にそういう喉元にね突きつけ
る、そういうのができないんです、野党、国会ってい
う所は。 第1党なったら国会の運営の所から交渉権得
れますからね。 交渉権持ってね、まず身分が優遇厚遇
されてる所、そこからでもね、変えるべきだと。...

- -

80

説明のある話題
改革が必要だという、そういう声を国に
届ける

是非皆さん、今回選挙できるだけね、皆さん横へ横へ
声掛けしていただいて、偶数で投票に行っていただき
たい。 2人、4人、6人、8人、偶数で行っていただい
て、半分こずつしてやってもらいたいんです。 そうす
る...

←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

↓

79

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

残りの2議席、これを入れなければなら
ない

このタカギカオリさん、＊アサダヒトシさん、大阪で
は2人なんです、2人。 で、もう今、自民党の支持率
見てるとね、完全に自民党は当選圏内。 あんだけ支持
率高い訳でね。 4人区の中に＊自民党も全然大丈夫で
しょ。 で、その後公明党もやっぱ強いですから大阪
で。  で、あと、2人をね、その残りの2議席、これを
入れなければならない。 これはね、どっちか偏ると
ね、ほんとにね、もうどちらかがまあ負けるという事
になり...

81

→ 具体的説明
アサダ、タカギと、この2人にね、皆さ
んの

是非、アサダ、タカギと、この2人にね、皆さんの力
を結集をしてやってください。 よろしくお願いをいた
します。 どうもありがとうございました。 暑いの
に、ほんとありがとうございます。...

- -

83

説明のある話題
マツイイチロウ日本維新の会代表からお
話をさせていただきました

話者A：長時間にわたりまして、えー、お集りをいた
だき、どうもありがとうございました。 あ、イマホド
＊マツイイチロウ日本維新の会代表からお話をさせて
いただきました。 どうぞ日本維新の会、よろしくお願
いい...

←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

↓

82

→ 具体的説明
水分を補給して熱中症に、あの、気をつ
けて

ちょうどまた日がね、照ってまいりましたんで、は
い、これ以上長引くと皆さん、あの、熱中症心配にな
ります＊。 はい、もうちょうどね、あの、こんなけ長
い事聞いていただいてありがとうございます。 ええ、
今日も水分を補給して熱中症に、あの、気をつけてい
ただいてね、えー、お過ごしいただきたいと思ってお
ります。 ほんとにどうもありがとうございます。 す
いません。 ありがとうございます。 ありがとう、あ
りがとうご...

- -



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
ご支持ご支援、タ
カギサオリ候補へ
と、お願い

【自分】お隣に、タスキをつけて、ええ手を振らせていただ
いておりますけれども、日本維新の会、公認候補として、立
候補させていただいております、タカギサオリ、タカギサオ
リでございます。 2期目の挑戦をさせていただいておりま
す。 是非皆様の、ご支持ご支援、タカギサオリ候補へと、お
願いをさせていただきたい、皆様に、いい、その思いで、本
日は、このタカギこ、候補、西淀川区に、寄せていただいて
いるところでございます。 ＊この、緑の、おお服を着まし
た、ああ仲間で、ええタカギサオリ候補のおお、チラシもお
配りをさせていただいております。 是非お手に取ってご覧を
いただきながら、ああこの投票の参考にしていただきたく、
お願いをさせていただいております。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明

2

ご協力を賜りた
く、お願いをさせ
ていただいており
ます

そしてこのあと、おお3時から、マツイイチロウ代表、こち
ら寄せていただきまして、ええ、マツイイチロウ、日本維新
の会、代表、おおここ、西淀川区の皆さんに直接、ううタカ
ギサオリ候補、日本維新の会へのご支持ご支援、お願いをさ
せていただきます。 しばらくの間、お騒がせを致しますが、
ああこの選挙のリということで、ええ皆様のご理解と、おお
ご協力を賜りたく、お願いをさせていただいております。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明

3
司会議員のヤマダ
ハジメでございま
す

どうもお世話になります。 司会議員のヤマダハジメでござい
ます。 本日このあと、日本維新の会、マツイイチロウ代表、
おおこちら、ああカンサイスーパー前、寄せていただきまし
て、ええみなさんに、日本維新の会への、ご支持ご支援、そ
してタカギサオリ候補への、ご支持ご支援のお願い、させて
いただきます。 どうぞ、おお、お時間ありましたら、ああ足
を止めていただいて、お聞きいただきたく、お願いをさせて
いただいております。  このあと3時から、日本維新の会、タ
カギサオリ街頭演説会に、いいマツイイチロウ代表、おお寄
せていただきます。 ぜひ、直接この大阪市内で、マツイイチ
ロウ代表が、演説をさせていただくというのも、もしかした
ら、数少ない機会と、おおなってきておりますけれども、今
回ぜひ、西淀川区の皆さんに、直接お願いをさせていただき
たい、いうことで、このあと、日本維新の会、マツイイチロ
ウ代表、こちらカンサイスーパー前に、寄せていただきま
す。 どうぞ皆様、＊しばらく、非常に暑いこの、おお6月は
思えないような、梅雨も明けておりませんけれども、もう梅
雨が明けたかのような、そんな、この陽気となっておりま
す。 熱中症にも、お気をつけをいただきながら、ああしかし
ながらまあこの、大阪市内、マツイイチロウ代表のお話を聞
いていただけるというのも、非常に数少ない機会でございま
すから、ああせっかくの機会ということで、ええぜひ足を止
めていただいて、お聞き頂きたい、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。



4
タカギカオリ候
補、みなさんの貴
重な1票、お願い

そして、タカギカオリ候補の、おおチラシも、おお緑のス
タッフがお、お配りをさせていただいておりますので、ぜひ
お手にとって、ええご覧いただきたい、お願いをさせていた
だいております。 日本維新の会、2期目の立候補をさせてい
ただいております、タカギカオリ、タカギカオリでございま
す。 私のお隣で、このタスキをつけて、ええ立っております
のが、ああタカギカオリ候補、本人でございます。 本日はこ
の、西淀川区の皆さんにぜひ、タカギカオリ候補、みなさん
の貴重な1票、お願いをさせていただきたい、寄せていただ
いております。  石橋を叩いて渡る完璧主義というのが、あ
あ、タカギ候補の、おおキャッチフレーズと、いうことでご
ざいまして。 ええこの参議院というのは、ああ前々から言わ
れておりますのが、リョウシキノフ＊ということでございま
す。 私司会議員のヤマダハジメでございますが、私は、ああ
常々、よく考えて、ええ行動したいという風に、いい。  
【自分】コモッテイル＊、え、性格のほうでございまシテ
＊、そういう意味では本当にタカギカオリ候補と、非常に気
が合うなというふうに、いー、前々から、あー、思っている
ところでございます。

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。

5

日本維新の会の参
議院、参議院議員
候補の、おー、タ
カギカオリ

そして、この、投票される皆さん、おー、の投票の理由とい
うことで、えー、ある調査によりますと、おー、人柄を重視
して投票されるというのが、約3割の方がそのように、
いー、人柄を重視して投票されるということが、あー、言わ
れているわけでございますけれども。 お、ほんとにこのタカ
ギ候補、おー、セイサセテ＊いただくと細やかな、あ、気配
りの、おー、される、そんなステキナ＊方ダダダ＊、だなと
いうことで、え、私、市会議員、ヤマダハジメ、感じさせて
いただいてるところでございます。 もうこの人柄も円満、そ
して、えー、慎重なよく考えて行動されるという意味でもま
さに、参議院、良識の府にふさわしい、そんな日本維新の会
の参議院、参議院議員候補の、おー、タカギカオリでござい
ます。 あ、どうもありがとうございます。 お車からも、本
当にありがとうございます。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明

6

タカギカオリを皆
さまどうかよろし
くお願いいたしま
す

私の隣が、参議院議員候補、タカギカオリ候補でございま
す。  
【自分】ナカガワサン＊にカワッテ＊、＊＊＊。  
【自分】はい、はい。  
【自分】え、そして、えー、この、タカギ候補の、おー、車
の上、えー、私と同じく、この西淀川区選出の、ナカガワセ
イタ、あー、シカ＊、府会議員も、おー、載せていただいて
おりますけれども、ナカガワ府会議員からも、おー、この、
おー、少しお話をさせていただきますので、どうぞよろしく
お願いをいたします。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】お願いします。  
【自分】えー、ほんとに暑い中、オアツマリ＊、あの、お集
まりいただきまして、本当にありがとうございます。 大阪府
議会議員のナカガワセイタでございます。 え、本日、タカギ
カオリ、え、タカギカオリ候補、タブンデスネ＊、この選挙
戦、勝ち抜いて最後まで走り抜いていかなければなりませ
ん。 ぜひとも、タカギカオリを皆さまどうかよろしくお願い
いたします。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明

7 熱中症、気をつけ
てください

さてですね、ほんとにですね、ま、今回、ま、今日も含め
て、ま、非常に暑いです。 とにかく炎天下、ガッタイジョウ
＊はですね、皆さんとにかく熱中症、気をつけてください。 
熱中症だけにはですね、なってしまえばほんとに1日2日、も
うダウンしてしまいます。 熱中症デ＊気をつけてください。 
よろしくお願いいたします。

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。

8
さまざまな争点が
たくさん言われて
います

そして、え、2時過ぎましたら、え、3時を過ぎましたら、
えー、松井一郎、松井一郎の街頭演説会をこちら、この場所
に松井一郎が、えー、到着しまして、皆さんに今回の参議院
選挙、お訴えさしていただきます。 え、我々維新の会、もう
しがらみも何もありません。 頼れるのは皆さんの1票。 だか
らこそ、我々維新の会、こうやって皆さんにお訴えすること
しかできません。  今回この選挙戦においては、さまざまな
争点がたくさん言われています。 防衛の問題や、そして、節
税の問題、原子ジハクデン＊、発電所の問題や、ま、さまざ
ま言われておりますが、今とにかく、皆さんの身近に感じて
いただきたいことは、今回やっぱり節電、例えば皆さんのと
ころに2，000円ポイントが付きますよって話もありますよ
ね。 これも、よく分かんないなっていうのが、あります。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明



9
熱中症対策、とに
かくしていただき
たいんですよ

とにかく、家におったとしても、いたとしても、皆さんクー
ラー、こうしっかりと付けていただいてですね、もうあの、
しっかりと熱中症対策、とにかくしていただきたいんです
よ。 で、やっぱり我々、もうほんとにこうやってこの選挙戦
になれば、こういったところで街頭演説しながら、皆さんに
こうやってマスクをしながら訴えサレテ＊、＊ますが、とに
かく人が、＊＊＊ときは、マスク外していただいても、もう
いい時期にきたんじゃないかなっていうふうに、個人的には
思っております。

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。

10
マツイイチロウ、
この現地にて街頭
演説会を開催

そして、今回、ま、我々維新の会、ここで＊＊＊、松井一郎
が、ココ＊登場しまして、ここで演説するのは、ほんとに1
年ぶりぐらいです。 なので、ぜひとも皆さんね、松井一郎、
もう政治家としてもう引退を決めています。 なので、お会い
することはほぼもう、少ない時期になってきました。  
【自分】なので皆さん是非ともまもなく始まります。 マツイ
イチロウ、この現地にて街頭演説会を開催させていただきま
すので、皆様どうかよろしくお願い致します。 ええ、カンサ
イスーパー＊の皆さんには、ええ長らくの間、ええ少々お時
間をご迷惑をおかけいたしますが。 ええ、今回この参議院選
挙、我々日本維新の会からは、タカギカオリ、タカギカオリ
を。 ありがとうございます、本当に。 タカギカオリを皆さ
んどうかよろしくお願いしますね。 本当に皆さんに無関係で
いられることができないのがこの政治。 今回のこのコロナと
いう有事に、皆さんたくさん気づかされたと思っておりま
す。

[11]「大阪にお
いては様々な改
革を実行してき
ました」につい
ての具体的説明

11
大阪においては
様々な改革を実行
してきました

この有事の時に、やっぱり政治の決断、そして実行、これが
いかに大事か。 でも＊残念なことに、維新の会以外のいわゆ
る自民党政権の場合では、決断と実行がもうほんとにできて
いません。 これが現実問題、我々維新の会、そしてこの大阪
維新の会は、やっぱりこの大阪で実績がたくさんあります。 
それもこれも皆さんに支えていただいたおかげ。 そのおかげ
で、この大阪においては様々な改革を実行してきました。 決
断もしてきました。 それがここ大阪です。

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。

12

マツイイチロウ街
頭演説会、まもな
く開催させていた
だきます

そして、我々維新の会からは、タカギカオリが今回教育を中
心、様々な政策を国でしっかりと＊れてやってきます。 やっ
ぱりね、皆さん、この国においても一番大事なことは、政策
をかざる前にまず覚悟、覚悟がいります。 覚悟を持って皆さ
んにしっかりとお訴えをしていかなければなりません。 え
え、是非ともですね、まもなくマツイイチロウも来ますの
で、皆さんとにかくあの熱中症に気を付けていただきます。 
よろしくお願い致します。  マツイイチロウもですね、この
演壇に立ちまして皆さんにお訴えさせていただきます。 まも
なく来ますが、とにかくあの体調が優れない方、緑のスタッ
フの方にどんどんお声がけいただいても結構ですので。 そし
てまた通路のところだけまたあの点字ブロックなど空けてい
ただきます。 ご協力のほどよろしくお願い致します。 マツ
イイチロウ街頭演説会、まもなく開催させていただきます。 
ええ、どうかよろしくお願い致します。

[3]「司会議員の
ヤマダハジメで
ございます」に
ついての具体的

説明

13

タカギカオリ、皆
さんどうぞご支援
をいただきたいと
思います

今回この参議院選挙を皆さんどうかですね、タカギカオリ、
タカギカオリと皆さんの口コミでどんどん広げていっていた
だきたいんです。 1日3人、1日5人でも結構です。 とにかく
この選挙戦、まあほんとに他の政党、もう余裕ですよ。 もう
余裕でもう大阪にほとんど帰ることありません。 違う地域に
行って応援ばっかりしています。 それほどこの大阪は余裕な
状況と言われています。 我々はそんな状況ではありません。 
やっぱり今回この選挙戦、余裕なことはありませんので、厳
しい状況であります。 どうかですね、本当に皆さんの声を広
げていただいて、広めていただいて、タカギカオリ、皆さん
どうぞご支援をいただきたいと思いますので、よろしくお願
い致します。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明



14

15時からマツイイ
チロウ街頭演説会
開催させていただ
きます

ええ、そしてですね、15時からマツイイチロウ街頭演説会開
催させていただきます。 ええ、まもなく始まりますので、熱
中症にも皆さんどうかご注意いて、いて、いただきながら、
マツイイチロウよろしくお願い致します。 ええ、そして今回
の参議院選挙、ヨシムラヒロフミと共にタカギカオリもマツ
イイチロウも皆さんでセットでこの大阪の改革を全国へと広
げていきたい、その思いでございますので、ええ、皆様どう
かよろしくお願い致します。 そして本日はですね、あのお隣
の区であります淀川区から大阪維新の会の幹事長、ノチニ＊
ほんとにこれからヨシムラさんの右腕として、今、け、現役
でトップバッター＊で働いていただいております。 しっかり
とですね、もうほんとに頑張っていきたいと思います。 よ
こ、ヨコヤマ、ああ、幹事長＊マイクもバトンをタッチをさ
し、させていただきますので、皆様どうかよろしくお願い致
します。  
【自分】＊あの熱い中本当にありがとうございます。

[3]「司会議員の
ヤマダハジメで
ございます」に
ついての具体的

説明

15
大阪府議会議員の
ヨコヤマヒデユキ
です

ええ、大阪維新の会街頭演説会このあとマツイ代表を迎えま
して、ええ、皆様にですね、参議院選挙にかける熱い思い
しっかりと訴えていきたいと思っております。 ええ、大阪維
新の。  
【自分】＊＊＊イタダイテル＊、ありがとうございます。 え
え、＊＊＊させていただいております、大阪府議会議員のヨ
コヤマヒデユキです。 ＊ホントニ＊お世話になっておりま
す。 あの、ニシヨドガワク＊のね、あの、府議会議員＊＊＊
あの、ナカガワ＊＊＊、市会議員のコノ＊、ヤマダハジメギ
イイン＊、フタリトモ＊ほんまに、ようカツドウシテ＊ま
す。 ニシヨドガワ＊ですね、大変厳しい＊、イシンノカイニ
トッテハ＊ほんとに厳しい選挙区なんですが、この二人、
テッテイ＊してカツドウススメテ＊もらってます。 どうか皆
さん、二人もあの、ニシヨドガワ＊の皆さん、ぜひよろしく
お願いします。 そして、今日は何といっても、タカギ＊カオ
リ候補、サンギイン＊のタカギ＊候補です。 ありがとうござ
います。 ありがとうございます。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明

16
タカギ＊カオリさ
ん、日本維新の
会、中心となって

タカギ＊候補、あの、ダイバーシティいいましてね、コレ
＊、多様性というんですが。 まあ、今の社会、色んな価値観
が出てきておりまし＊、＊、多様性の社会を実現するダイ
バーシティに向けて、日本維新の会デ＊、ダイバーシティセ
ンシンキョク＊というのを作っています。 その初代局長が、
タカギ＊カオリさんです。 今の世の中、本当に課題が多いん
ですね。 男女の格差の是正、貧困の格差の是正、そしてセイ
＊の問題ヤ＊。 本当にたくさんの問題ある。 こういう問題
を、タカギ＊カオリさん、日本維新の会、中心となって、今
政策で進めていただいております。

[4]「タカギカオ
リ候補、みなさ
んの貴重な1票、
お願い」につい
ての具体的説明

17
苦しくなってい
る、これが今の日
本

さて、ちょっとだけ今回の参議院選挙に向けて、あの、今朝
の日曜討論でもですね、ちょっとNHK党とも喧嘩してました
が、フジタ幹事長。 一番やっぱり話題になったのがですね、
あ＊、見ました？ あれ酷かったですね。 ははは。 一番です
ね、話題になるのが、やっぱりえっと、近々のインフレ。 物
価が上がってク＊んですね。 これはもうしょうがない。 あ
の、ロシアの侵略＊＊＊、セントウ＊によります。 価格が上
がっていく、でも賃金が上がらない。 もう日本はですね、
30年間実質賃金が上がっていない、唯一の先進国なんです。 
物価が上がっても賃金が上がらないから、人々の生活はどん
どん苦しくなっている、これが今の日本なんです。 他の国
は、物価も上がってるんですね。 でも、賃金も上がってるん
です。 だから消費が促されて景気が良い。 これ例えば、＊
スーパーで買い物する時に、100円のチョコレートが200円
になってる。 200円になったらさすがに買えないですね。 で
も、給料が2倍になったら、もし手取り20万の方が40万円に
なったら、チョコレートの値段が2倍になっても3倍になって
も、あんまり気にならないですね。

[18]「給料が上
がっていく社会
を作らないとい
けない」につい
ての理由・ニー

ズ



18
給料が上がってい
く社会を作らない
といけない

何が言いたいか。 物価が上がっても、給料が上がっていく社
会を作らないといけないんです。 これ、世界ではできて＊。 
日本ガ＊ずっとできてないんです。 実質賃金が下がり続けて
る。 だからまずは、私たちが貰う実質賃金を長期的に上げて
いく社会を作らないといけない。 じゃ、なんでそれができな
いの？ キギョウハ＊たくさん貯金があるじゃない。 ＊内部
留保といいます。 内部留保。 企業は、たくさん今貯金を貯
めてるんですね、ホウジン＊のナカニ＊。 でも、それを出そ
うとしないんです。 こういう社会がずっと続いてる。 だか
ら大事なのは、企業にしっかりと賃金を上げて貰っていく社
会を作らないといけない。 日本維新の会、今回400のマニ
フェストを準備シマシタ＊。 賃金を上げていく会社には税制
優遇をしよう、こういうマニフェストも掲げています。 企業
に無理やり賃金を上げさせることは、これ、憲法上デキナイ
＊んです。 ＊なかなかそれは厳しい。 経済カツドウノ＊自
由がアルモン＊。 でも、人々の賃金を上げる、ちゃんとした
企業には税制優遇をしよう、こういうマニフェストもありま
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。

19 もう一つは、社会
保障制度改革

そしてもう一つは、社会保障制度改革。 皆さんの年金です。 
若い子はもう、自分たちが年金貰えると思ってないんです。 
自分たちが払っても、将来貰えると思ってない。 ダカラ＊何
が起きるか。 買い物しないんですね。 65歳以降、70歳以
降、1円も貰えないなら買い物しようと思いません。 個人＊
消費が伸びない。 だから日本ずっとGDPが伸びないんです。 
日本維新の会は、日本ダイカイカク＊プランや、年金の積み
立て方式の。

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

先頭にタッテ＊、
改革を進めていた
だくのがタカギカ
オリ候補

【自分】から、賦課方式への、あっ、賦課方式から積立方式
へのテンカン＊など訴えております。 社会保障制度の抜本改
革や、景気の対策を促し、日本を全体的にしっかりと改革し
ていく、皆さんと共にこの改革、ススメテ＊参ります。 そし
て、その先頭にタッテ＊、改革を進めていただくのがタカギ
カオリ候補です。 どうぞ皆さん、今回の参議院選挙、タカ
ギ、コウ＊。  
【自分】＊オネガイシマス＊。  
【自分】あっ。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊ですか？  
【自分】はい、＊なんで、＊＊＊。  
【自分】ナルホド＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】マツイダイヒョウイイン＊でもイインジャナイ＊。  
【自分】＊、サンジ＊、＊＊＊。  
【自分】ホントデスカ＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】こういった形で抜本的に社会を変えていく、今回、
日本維新の会、しっかりと提案しております。

[21]「府議会議
員は、給料3割削

減、これ12年
間」についての

具体的説明

21
府議会議員は、給
料3割削減、これ
12年間

で、もうちょっとですね、マツイ代表来るまでに、ちょっと
お時間ありますのでですね、ちょっとあの、政治の、あの、
いやらしい話ですけど、給料や、ぎ、議員の待遇の話、
ちょっとさせていただきたいと思ってます。 僕ら維新の会は
ですね、政治家の身を切る改革っていうのを一丁目一番地に
据えています。 僕ら府議会議員は、給料3割削減、これ12年
間続けています。 で、議員定数削減ですね、議員の数減らし
ました。 元々2割減らしたんです。 109人から88人まで、2
割減らしました。 で、今回さらに、3割メ＊減らします。  次
の選挙から79人になります。

[22]「政治家の
身を切る改革を
ススメタ」につ
いての具体的説

明

22
政治家の身を切る
改革をススメタ

非常に厳しい選挙になりますが、維新の会も非常に厳しいん
ですが、徹底して政治家の身を切る改革をススメタ＊。 
じゃ、議員を109から88にしテ＊、給料3割削減しテ＊、12
年間やったらですね、一応府民の税金、80億円ぐらいはです
ね、節税なってるんです。 そ、それやるだけで80億円です
よ、皆さんの税金浮いてるんです。 ただ、80億円ではです
ね、焼け石に水なんですね。 全然それでは改革できない。

[23]「政治家が
給料3割削減し
た」についての

具体的説明



23 政治家が給料3割
削減した

じゃ、維新の会、何やったかと言うと、僕ら政治家が腹く
くって、給料削減、テイスウ＊削減するから、役所組織全体
もしっかり改革しようよ、こういう改革をやってきました。 
大阪府全体で、年間、皆さんの税金から、皆さんの税金から
払われてる、大阪府だけで職員の人件費、約1兆円です、1兆
円、9000億円デス＊。 これが1年間に払ってる職員の人件
費、なんでこんなあるのと言ったらですね、教員、警察官、
行政職員、この全部の給料含めて約9000億円。 これをです
ね、年間、今だいたい8000億円くらいにまで圧縮されてま
す。 だいたい1000億円ぐらい圧縮しました。 でも、職員か
らしたらですね、なんで俺らだけ給料下げて、オ＊、政治家
エエメ＊しとんねん、こうなるんですね、職員も人間ですか
ら。 だから、公務員にもしっかり、この厳しい波を、の、乗
り越えていっていただくためにも、まずは政治家が給料3割
削減した、これがですね、維新のスタートラインです。 僕ら
その、あの、アホみたいに給料下げてるだけ、なんの考えも
無しに下げてるわけじゃなく、役所組織全体の人件費の見直
しや、構造改革をしよう、この覚悟を示すために、政治家が
まずは、給料を徹底して、身を切る改革を進めてます。

[25]「大阪では
皆さんに支えて
いただいて、こ
の改革」につい
ての具体的説明

24
1割の構造改革で
きたら、約2兆円
の財源が生まれる

さて、日本全体で、日本全体で皆さんの、きゅうりょ、税金
から払われている、公務員の人件費、日本全体、日本全体で
言うと約25兆円です。 年間、年間です、25兆円。 皆さんの
税金から、毎年25兆円の税金が、この国ではゼンタイノ＊公
務員に支払われてます。 もし、先ほど申し上げた大阪の改革
のように、1割、1割の構造改革できたら、約2兆円の財源が
生まれるんですね。 そんな馬鹿なと、ちょっと思うかもしれ
ません、皆さん。 そんなカ＊。  
【自分】たったの1回と思うかもしれないんですが、大阪で
はやったんです。 皆さんに支えていただいて、総人件費の1
割圧縮をやりました。 じゃ、日本全体で25兆円の1割といえ
ば、2.5兆円の財源が生まれるんです。 至極単純な話です
が、2.5兆円あったら、この国の幼稚園から大学生まで、子供
達は無料で全ての教育を受けることができるんです。 ありが
とうございます。 極めて、ありがとうございます。

[25]「大阪では
皆さんに支えて
いただいて、こ
の改革」につい
ての理由・ニー

ズ

25
大阪では皆さんに
支えていただい
て、この改革

簡単な話と怒られるかもしれませんが、できない話じゃない
んです。 大阪では皆さんに支えていただいて、この改革やり
ました。  徹底した構造改革をやって、財源を生み出した、
そして、財源を教育の無償化や、徹底して、えー、行政サー
ビスにつぎ込んできた。 そして、大阪は今、ちょっとコロナ
でしんどい時もあり、ありますが、やっぱり大きな成長の階
段の上にあります。 この流れを日本全体でやりたい、これが
私達の思いです。

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。

26
日本全体の構造改
革を進めて財源を
生み出す

そして、政治家。 えー、衆議院議員が480名、参議院議員が
240名います、720人。 加えて、地方議員3万人です、日本
には3万人を超える地方議員がいます。 私達国民だけどんど
ん人口が減って給料が減ってしんどい時期に、政治家だけが
全然数も減らない、給料も減らない、こんな馬鹿な国はあり
ません。 だから、日本全体で議員の身を切る改革、議員の覚
悟を示す、そして、先程言った日本全体の構造改革を進めて
財源を生み出す、それを教育無償化や社会保障制度の拡充に
充てていく。 そうすることで、私達の消費を喚起して、GDP
を上げて、景気を良くしていく、この良き循環の流れを日本
全国で作りたい、これが私達維新の会の強い思いです。 もう
一度申し上げます。 あ、ありがとうございます。

[27]「教育の無
償化、そして、
社会保障制度改
革」についての

具体的説明

27
教育の無償化、そ
して、社会保障制
度改革

1番大事なのは、私達が訴えている大きな柱2つ。 あ＊、タ
カギカオリさんが中心で行なっています。 教育の無償化、そ
して、社会保障制度改革です。 この2つは、教育の無償化は
もちろん、教育格差の是正という目的が極めて大きい。 子供
達が生まれた時に、家庭の経済環境によってその先の学習環
境が違うというのは、これは可哀想です。 だから、子供達に
は等しくチャンスをあげないといけない。 等しい結果をあげ
るんじゃないんですよ、皆東大に行ったら、それはまた違う
話になりますから。 皆で学習環境にチャレンジできる機会を
等しく与える、これが最も大事なんです。 だから、教育の無
償化、これが教育格差の是正で最も大事。

[31]「維新の会
にしかできませ
ん」についての

具体的説明



28
教育無償化でもう
1つ大事なのが消
費の喚起

そして、もう1つが、この教育無償化でもう1つ大事なのが消
費の喚起です。 子供1人育てるのに2000万円と言われてま
す、今の時代。 そしたら、私が、ま、当時、えー、就職して
23歳の時です。 えー、公務員でした。 えー、月収が16万
円、貯金が80万円でしたね。 ほんで、子供1人2000万円言
われてね、子供作ろうってやっぱりちょっと思えなかったで
すね、なかなか。 うー、なかなかこの社会、ほんで65歳か
ら年金はないってもし思ったらですよ、この国の若い人、こ
の国の若い人ね、結婚してどんどん買い物しようと思いませ
ん。 だから、教育無償化して、まずは教育負担を減らす。 
消費性向が高い子育て世代にしっかり買い物をしてもらう、
これは教育無償化で非常に重要な点。

[27]「教育の無
償化、そして、
社会保障制度改
革」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。

29 景気は、その元は
全ては消費

そして、もう1つが社会保障制度改革です。 先程申し上げた
ように、65歳になったらもう年金がもらえないと、若い人達
皆思ってるんですね。 じゃ、自分達どうやって食っていけば
ええの、貯金するしかねーや、これね、今の若い人達の考え
方。 こんな考え方のままでは、いつまで経っても景気は上が
りません。 景気は、その元は全ては消費です、個人消費。 
GDPの6割は個人消費で成り立っている。 だから、個人消費
をしっかり喚起するために。

[31]「維新の会
にしかできませ
ん」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

日本全体で徹底し
て社会保障制度改
革を、つ、作り変
えていく

【自分】＊社会保障制度改革、例えばベーシックインカム、
国民1人当たりに6万円を給付する、これ6万円でも足りヘン
ヤ＊と思うんですが。 最も大事なのが、自分で老後を、せ
い、制度設計を自分で考えることができる社会、これが大事
なんですね。 自分でいつまでにいくらもらって、こうしたら
こう貯金できる。 じゃあ、自分はこれだけ働いてこうしよ
う。 こういう社会保障制度改革を作らないといけない。 今
のままでは駄目です。 今のままだとをもらえないと思ってま
すから、みんな貯金しかしません。 こういった形で日本全体
で徹底して社会保障制度改革を、つ、作り変えていく。

[29]「景気は、
その元は全ては
消費」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。

31 維新の会にしかで
きません

教育無償化と社会保障制度改革の抜本改革。 これは維新の会
にしかできません。 皆さんどうかお力添えいただいて、タカ
ギカオリさん、素晴らしい活躍を6年間していただきまし
た。 2期目に向けまして、皆さんのお力で押し上ていただき
たい、このように思っております。 え、大変長くなりまして
失礼しました。 ちょっとマイクをですね、ありがとうござい
ます。 タカギカオリさんに変わります。 どうぞ皆さん、＊
タカギカオリよろしくお願いいたします。  
【自分】がんばれ。

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。

32
日本の国で大変危
機的な状況である

【自分】え、皆さんこんにちは。 今ヨコヤマ幹事長から、
えー、マイクをお譲りいたしまして、譲り受けまして、
えー、私の、おー、訴えを、え、しばしの間聞いていただい
た後、私が喋ってる間におそらくマツイ代表が来られると思
うので、あの、早速皆さんにお話をさせていただきたいと思
います。 ちょっと、あの、日が陰ってきて、あの、あんまり
暑くない状態でこのまま続けばいいなと思いながら演説をさ
せて頂きますが。 今、本当にこの日本の国で大変危機的な状
況であるということを、あちこちで私このように演説で訴え
させて頂いております。

[33]「支えてく
れるのがやっぱ
り国の責任」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。



33
支えてくれるのが
やっぱり国の責任

ま、それはなにかと言うと、今このカンサイスーパーさん前
お借りをして、こう演説をさせていてる、いただいているん
ですが、ちょっと言いづらいですけれども、本当に食品の値
段が最近上がってきました。 先程お話にもありましたけれど
も、物価の高騰です。 ま、これそもそもガソリン代が、ま、
本当に上がっていて、ま、これこれウクライナの情勢ってい
うこともありますけれども、そういう中で、こう輸送費もプ
ラスアルファされて物価が食品代が値上がりをしているとい
うことで、本当にこれ、あの、家計簿直撃しているなと。 私
も主婦の立場でありますから、ま、スーパー行きまして
ちょっとずつちょっとずつ物＊ね、値段が上がってるんです
よね。 で、そしてまた秋以降にも値段が上がるっていう風に
も言われています。 そういう中で、もちろん政府は国民の皆
さんの生活支えるために、何もやってないとは言いません。 
けれども、やっぱりスピード感をもって私たちの生活、本当
に支え、こういう大変な時に支えてくれるのがやっぱり国の
責任だと、私思ってるんですね。 各自治体に、ま、このお金
でなんとかこの場しのぎでなんとかやってくれっていう支援
金は国の方から自治体にいってます。 けれども、残念ながら
そのお金っていうのは微々たるもので、本当はしっかりと
困っている方々に支援をしていく。

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。

34
暮らしを支えてい
くっていうこと
が、私必要

もっと言えば我々日本維新の会は、すでに＊1本提出させて
頂いてますが、まずやっぱり消費税を減税する。 根本的なガ
ソリン代、ガソリン税も減税する。 そしてこれから夏本番で
ございます。 暑くなると思います。 熱中症にならないよう
に、やっぱりクーラーもつけないといけない。 もちろん、常
に、こう、コンセントをひくとかね、コンセントを、こう抜
くとか、そういう節電は常にやって頂きたいんですけれど
も、やっぱりクーラー。  
【自分】＊ずには、この夏場＊切り抜ける事出来ません。 ま
あそういう中で、この光熱費の、おー、自己負担、こういっ
たことはしっかりとやっぱり国も、皆さんの暮らしを支えて
いくっていうことが、私必要だと思っています。 まあそう
いった、まあスピード＊、ありがとうございます。

[33]「支えてく
れるのがやっぱ
り国の責任」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。

35
今の政治では、な
かなか前に進まな
いのが現状

スピード感をもって物事を前に進めていく＊ことが、必要な
んですけれども。 残念ながら今の政治では、なかなか前に進
まないのが現状なんだなと。 私はこの6年間、国政へ行かせ
て頂いて本当に、いー、感じているところでございます。

[34]「暮らしを
支えていくって
いうことが、私
必要」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
国に先駆けて進ん
でおりまして

大阪では先ほどヨコヤマ幹事長からも、又ナカガワ＊そして
ヤマダ市議からも様々なお話がありまして、ずっと聞いてい
ただいてたかと思います。 大阪に住んでると、本当に改革が
ある意味ちょっと慣れてきてしまって。 当たり前のように、
どんどん大阪良くなってきて、大阪市内もどんどん良くなっ
ているのを皆さん、実感をしていただいていると思います。  
また子どもたちの教育も、まあ教育の無償化っていうお話も
先ほどありましたけれども。 幼児教育の無償化、これ大阪か
ら始まりました。 で4月には大阪公立大学、大学の高等教育
の無償化も始まりました。 こういう改革が前に進んでいる。 
ある意味これ、国に先駆けて進んでおりまして。

[37]「残念なが
ら国は、ついて
いけてないで

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。

37
残念ながら国は、
ついていけてない
です

もっと細かい話をすると、この教育に関する子供達取り巻
く、本当にこの問題ってサンセキ＊をしてるんです。 そうい
う中で一つの事業に関しても、例えば大阪の箕面市、御存知
ですよね？ そういったこう箕面市では、大変あの先進的な、
大阪市もそうなんですけれども。 先進的な子供達のセサク＊
が行われている。 そういったことも、まあ国の方が逆に、大
阪市とか箕面市、そういった大阪に勉強しに来ている状態な
んですね、今。 そういうね、ふうな事例もあります。 要す
るに大阪で今できている、まさにこの10年近く維新がやって
きた政治、子供たちの教育も、子ども達のセサク＊も。 それ
は、国に先駆けて行われているということなんです。 ただ残
念ながら国は、ついていけてないです。 私がこの通常国会6
月15日ギリギリまで、子ども家庭庁の設置法案っていうこ
と、議論ずっとさせて頂いてました。 担当させて頂いてまし
た。 そこでのお話でございます。

[38]「縦割り行
政の弊害が、相
変わらず国の方
では続いて」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。



38
縦割り行政の弊害
が、相変わらず国
の方では続いて

そこでは実は、両方一元化ってわかりますかね？ 実はこれ子
供たちの幼稚園、保育園、この一つの事例を少し分かりやす
く説明させていただくと。 幼稚園も保育園も、これ子供達
を、子供達を面倒みる施設ですよね？ そしたら当然、そこで
しっかりと子ど家庭庁って新しい省庁、今度政府は作ろうと
して、結局これ作ることがなりましたけれども。 そうします
と、子どもを真ん中において保育園も幼稚園も同じ施設であ
るならば、一元化していきましょうと。 そうすることによっ
て、無駄を省いていくことが、皆さんの税金を有効に使って
いくことになるということで。 両方幼稚園と保育園の一元
化、一体化と。 そういったことを我々日本維新の会は、強く
強く政府に対しても今回訴えました。 縦割り行政、まさに縦
割り行政の弊害が、相変わらず国の方では続いている。 そう
いった事。

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。

39

40年間続いた幼保
一元のセサク＊、
前に進みませんで
した

【自分】ヲ＊ま、強く訴えたわけですけれども、残念ながら
これは否決をされて、この幼保一元化縦割り行政っていうこ
とをもうずっと40年近く言われているんです。 この無駄な
こと課題は分かっているんです。 けれども国は残念ながら文
科省の既得権益であったり、ま、文科省、厚労省もっと子ど
も達取り巻く省庁って言うと国交省も通学路の問題とか、い
ろんな省庁が絡み合ってるんですけれども、まあ一番中心は
厚労省と文科省です。 結局そういったしがらみとか既得権と
言ったことで、またまたこの40年間続いた幼保一元のセサク
＊、前に進みませんでした。

[40]「国の方で
はあちこちでま
だまだされてい
るんです」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。

40
国の方ではあちこ
ちでまだまだされ
ているんです

これは私がイマ＊子どもたちのセサク＊をずっと訴え続けて
いるということで関わった法案の一つの事例を今ご紹介させ
ていただきましたけれども、こういったことが国の方ではあ
ちこちでまだまだされているんです。 この縦割り行政という
のを本当にしっかりと改革をして正していかなければ、皆さ
ん本当に大変な先ほど賃金が上がらないっていうお話があり
ました。 働いても、働いても税金で持ってかれてる状態なん
ですよね。 そういう中でその税金を無駄に使われてると思っ
たら本当に腹が立ちませんか？ 皆さんもそういったところ是
非ご関心持っていただきたいと思うんです。

[44]「高木かお
りにこの国政

送っていただい
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。

41
教育予算っていう
のは日本は本当に
低い

私のこの議員になる前、一主婦でした。 子供二人抱えて、子
どもをどうやって育てていこうか、先ほども一人子供育てる
のに2000万という話がありました。 2000万から、まあ
3000万近く、まあ私学に行かせるのか、公立に行かせるの
か、まあそれによって違いはあるかもしれませんけれども、
この日本の国は本当に子どもを育てるのにどれだけお金がか
かるんだと思います。  先進諸国の中でもこの教育予算って
いうのは日本は本当に低いんですよね。 私、その子ども家庭
庁設置法ということで、岸田総理にも、そしてなんか野田聖
子大臣、担当大臣ですかね、大臣にもご質問いたしました、
子ども達、少子化って言ってるんだったらしっかりと子ども
達に対する教育予算、子育て予算もっとしっかりつけてくだ
さい。  今、松井代表が到着されたようでございます。 けれ
ども、もう少しだけ私、タカ＊タカギカオリの話を少しだけ
聞いてください。 私はこの少子化の問題しっかりと前に進め
るため、やっぱりこの教育予算に関して、子育てに予算に関
して拡充していただけるように、国に引き続き訴えさせてい
ただきたいと思います。

[43]「身を切る
改革で覚悟を示
している」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
子ども達をしっか
り支えていくって
いうこと

そして子ども達これ少子化って本当に私は国のまさに政府が
言ってるんですよ、国難だって言ってるんです。 どうして国
難だって言っておきながらお金つけてくれないのか、私不思
議でなりません。 やっぱりそういった子ども達をしっかり支
えていくっていうことが、これからの日本の国強くしていく
私はそう思ってます。

[41]「教育予
算っていうのは
日本は本当に低
い」についての
理由・ニーズ



43
身を切る改革で覚
悟を示している

そういう中で、先ほど冒頭申し上げました、大阪では改革が
どんどん進んでいってる、これはやっぱりどうしてこれが前
に進むかって言うと、この日本維新の会、大阪維新の会訴え
てるみんなで一緒に訴えている、まさに覚悟だと思うんで
す。 身を切る改革で覚悟を示している。 それだけ真剣に政
治に向き合っている。 馴れ合い、もたれ合いの政治なんかや
るぐらい。  
【自分】だったら、政治家やめたほうがましだと思ってま
す。 そういった気持ちで、この子ども達の施策、私は引き続
き国政でも訴えたいと思います。 ありがとうございます。  
【自分】＊頑張りや。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとう。  
【自分】本当に、この。  
【自分】＊頑張り。  
【自分】ありがとうございます。 あの、代弁していただいて
ありがとうございます。  
【自分】＊頑張り。

[44]「高木かお
りにこの国政

送っていただい
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。

44
高木かおりにこの
国政送っていただ
いて

【自分】しっかりと、そういった私の強い思い、今日お集ま
りの皆さん、そしてSNS等でご覧いただいてる皆さん、この
私の思い、これを叶えるならば、やっぱりこの維新の会の、
この改革のナンイド＊、そして改革、そして成長、これが今
回の参院選のキャッチコピーになってます。 しがらみのない
政治、そしてやはり先ほどから申し上げている、既得権益を
打破していく、これ本当に大変なことですけれども、もう1
回私、高木かおりにこの国政送っていただいて、私にこの改
革をやらせていただきたいと思います。

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。

45

私タカギカオリ
に、最後までお力
お貸しいただけま
すようお願い

どうか皆さん、どうか皆さん、私タカギカオリに、最後まで
お力お貸しいただけますようお願いを申し上げます。 松井代
表にマイクをお渡ししたいと思います。 どうか、どうかよろ
しくお願いをいたします。

[44]「高木かお
りにこの国政

送っていただい
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。

46

日本維新の会、松
井一郎代表から、
あー、お話をさせ
ていただきます

【自分】えー、お待たせをいたしました。 今ほど高木かおり
候補から、熱い訴えをさせていただきましたけれど、けれど
も。 それでは、日本維新の会、松井一郎代表から、あー、お
話をさせていただきます。 どうぞお聞きください。 よろし
くお願いいたします。  
【自分】皆さん、暑い中、政治の話なんていうような面白く
もないのに、今日日曜日のこんな時間帯に、このように足を
止めていただいてありがとうございます。 ね、今ちょっと
曇ってきましたんでね、あの、風も吹いてきたんで、ちょっ
とマシかもしれませんけども。 これから、まだ今6月なの
に、もう猛暑日ですよ。 これから7月、8月、9月、これもう
今年の夏は本当にね、厳しい状況になると思います。

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。

47
無理な節電は控え
ていただいて、水
分を補給

で、今政府が言ってるのは、節電をお願いをするということ
ですけども、それはね、言われなくてもこれだけ電気代上
がったらみんな節電しますよ。 で、そこで皆さんにお気をつ
けていただきたいのは、ま、僕もそうなんですけどね、もう
だいたい、僕は58歳で、60近くなってくる、えー、こういう
ね、高齢者の歳になってくると、暑さをあんまり感じない、
だから喉もあんまり乾かないという、そういうふうなこと
で、家にいるとき、電気代、ああ、あんまり暑ないから、あ
の、クーラー止めとこなっていうことになると、知らず知ら
ずの間に熱中症にかかっていますから。  ね、皆さんね、節
電は、これだけ電気代払ってるからみんな頑張ってやるんだ
けども、やはり無理な節電までは控えていただく。 命あって
の物種ですから。 無理な節電は控えていただいて、水分を補
給していただいて。

[46]「日本維新
の会、松井一郎

代表から、
あー、お話をさ
せていただきま
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。

48
息苦しくなったら
ね、マスクを外し
て

で、今日もこうしてね、ほとんどの方がマスクをされて聞い
ていただいてますけどね、ま、息苦しくなったら、皆さん、
野外ですからね、距離もありますから、ちょっとマスクを外
して、息苦しくなったらね、マスクを外して金魚みたいに
ね、パクパク、あの、えー、何て言うんですか、深呼吸して
いただいて、熱中症にならないように、あの、していただき
たいと思います。 で、この国、これから持続可能な国にして
いくために何が必要か。 それは、昭和の時の構造、考え方で
は、今この国がこれから、我々の次の世代にやっぱり住みや
すくて安全で過ごしていける、暮らしていける、そういう形
は僕は作れないと思います。 もう今昭和ではなく、昭和。

[49]「税金払っ
てんのに、一個
も生活環境良く
ならない」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。



49
税金払ってんの
に、一個も生活環
境良くならない

【自分】平成、令和、令和に合わせた形を構造に造り変えて
いかなければ、次の世代、本当に大変な状況になるんじゃな
いか、僕はコレ＊政治家が本気になればやれると思ってま
す。 というのも皆さん、大阪では昭和の時代どうでした、平
成の時代、まあ、もっと言うと、今から10年前の話、それま
で皆さん、昭和の形の大阪府と大阪市が、え、縄張り争いす
る、何かあったら揉める、そういう形で、住民の皆さんから
はね、どういうことだと税金払ってんのに、一個も生活環境
良くならないじゃないの、いうことをずっと大阪の二重行政
の課題ということで、大問題になってたわけです。

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。

50
防潮堤の維持管理
が、大阪府と大阪
市、それぞれ別々

で、この＊＊＊佃エリア、このエリアの一番の大問題は何
か、あの、え、南海地震が来た時に、津波が来て、この辺は
ゼロメートル地帯ということで、非常に地盤が低いから、南
海トラフ地震が発生したら、津波で大勢の方、みんな亡くな
るんじゃないの。 これもうね、平成の初めの時から、そうい
う、そういうことを言われてて、そういう課題あったんで
す。 でも、それまでは、大阪府と大阪市、それぞれバラバラ
だから、その南海トラフに対しての防潮堤の基礎強化と、そ
れから地盤改良というのが、棚上げ、棚上げで、ほったらか
しになっておりました。 そらそうなんです、この淀川の左右
で防潮堤の維持管理が、大阪府と大阪市、それぞれ別々だか
ら、一緒にやらないと、片方だけやっても、片方が倒れれ
ば、これ皆さんの命守れません。

[51]「市長、知
事になった時
に、まずこれ

に」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。

51
市長、知事になっ
た時に、まずこれ
に

で、僕と橋本さんが、市長、知事になった時に、まずこれに
スタートをしました。 これをかい、かい、かい、これを解決
するための、まずはその防潮堤の基礎強化と、それから地盤
改良やりましたよ。 もう今完成しております、で、だからっ
て絶対は大丈夫はないですよ。 要は、南海トラフで、つ、津
波が来た時、皆さんが安心して、安全に避難できる、そのぐ
らいの時間はしっかりと、これを稼げるように、このハード
整備もスタートをしました。

[52]「大阪府と
大阪市でバラバ
ラだから、無駄
遣いも多かっ

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。

52

大阪府と大阪市で
バラバラだから、
無駄遣いも多かっ
た

昔は大阪と、大阪、大阪府、大阪市、それぞれバラバラだか
ら、意見合わないから、棚上げだった問題なんです。 これが
昭和の時の大阪の大問題、今この10年間、2011年から少し
は＊で動いて来てますんで、そんな中で皆さんの懸念事項は
解決をしております。 それから大阪府と大阪市でバラバラだ
から、無駄遣いも多かった。

[49]「税金払っ
てんのに、一個
も生活環境良く
ならない」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。

53
徹底的に改革と改
善をやってきまし
た

今から15年前、皆さん思い出してください、15年前に皆さん
は大阪市役所を取り囲んだね、大阪市は、大阪市やく、え、
大阪市役所は大阪市から出て行けって言う、人のくら、あ
の、クサビ＊ができて、大デモがありましたけども。 今は大
阪市は、皆さんの納税者の皆さんの方を向いて、行政運営を
しておりますんで、みなさんがやっぱりこれおかしいよね、
いうような部分は徹底的に改革と改善をやってきました。

[54]「圧倒的に
ナンバーワンの
財政状況」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。

54
圧倒的にナンバー
ワンの財政状況

その結果、今どうなってんのか、昔は大阪市破綻するんじゃ
ないのということを言われてました。 お金がないから、財政
再建団体転落するんじゃないのいうことで、言われてたの
が、15年前。 今どうなっているか、政令市っていうのは一
番最初に。  
【自分】できたのは、5つあるんです。  大阪市、そして京都
市、横浜市、こう、神戸市、名古屋市、この5つの政令市が
あって、その当時は、大阪市っていうのは非常に財政状況厳
しかったけども、今この中で圧倒的にナンバーワンの財政状
況になりました。

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。

55
裏付けがあります
から、色んな形で
サービスを拡充

簡単に言うと、まあこれを、これをね比べる時の1つの基準
として、将来負担比率ってあるんです。 将来負担比率ってい
うのは、役所が借金してる部分をどういう形でね、返してい
けるか。 これの当時は200パーセントという数字です。 200
パーセントってどういう事かって言うと、役所で何にも仕事
をせず、1年間の予算丸々借金返しにして、2年掛かるという
事なんです。  で、これが次の世代、なん、何もしないなん
て事はあり得ないんです。 ずっと次の世代の大きい、大きい
借金の重石になってた。 今どうなってるか、200パーセント
だと言われるその将来負担比率は、5パーセントです、5パー
セント。 圧倒的に財政はよくなってて、で、今僕市長とし
て、その財政の裏付けがありますから、色んな形でサービス
を拡充できるわけです。

[54]「圧倒的に
ナンバーワンの
財政状況」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。



56
食い止める為に
は、子育ての負担
を軽減

政令市5つ言いましたけど、この5つの政令市の中で、ええ、
子供達の給食費2年前からこれ無償にしてます、無償に。 こ
れなぜかというと、コロナでやっぱりね、お父さんのボーナ
スが減ったとか、それから、お母さんがパートに行ってたの
に、その雇い止めにあって仕事が無くなってるとか、その家
庭にすると家庭の所得減ってるわけですから。 で、子供を
やっぱり育てるのに、よくね、どんどん成長する度にね、よ
く食べるようになります。  うん、我が家も今孫がいてまし
て、まだ1歳半ですけども、毎日のようにおっきくなって、
この間買った靴がもう入らないという事でね、これからもう
ちょっと大きめ2、3年履ける靴にしようかなと思ってますけ
ど。 とにかくですね、子育て世帯の負担軽減する事が、子供
を産み育てようという気持ちに繋がるわけですから。 今日本
は少子化ですから、少子化をなんとか食い止める為には、子
育ての負担を軽減する。

[57]「給食費、
小学校、中学校
共に無償」につ
いての理由・

ニーズ

57 給食費、小学校、
中学校共に無償

で、子供達の給食費、小学校、中学校共に無償ですから。 で
も皆さん、10年前まで、給食そのもの無かったんですよ、大
阪市は、中学校給食が。 ハシモトさんが、中学校給食無い
＊、＊、あの無い事を知って、これからの時代はやっぱり
ね、どこの家庭でもお母さんがお弁当作る時代じゃない。 お
と、ひとり親家庭もある、出て、あの増えてきたから、やっ
ぱり子供の栄養確保の為には、給食必要だよね。  お弁当の
まず給食スタートしました。 まあそれが評判が悪かった。 
まずい、冷たい、評判悪かったから、ヨシムラさんが市長
なって、これを自校調理方式という事で、調理場を各学校に
つくってですね、調理して温かい給食を提供できるようにな
りました。

[58]「改革で生
み、生み出した
財源で十分まか
なえて」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。

58
改革で生み、生み
出した財源で十分
まかなえて

で、僕になって、コロナの事もあって、2年前から給食無償
化、まあ全国政令市やってないけど、一度チャレンジしよう
よ、＊チャレンジする為の財源自信あったからです。 これが
赤字でやってれば、子供達、この時は無償で給食食べれるけ
ど、将来的にはその子供達がそのまたツケを払う事になるか
ら。 で、この給食無償化だけで、約60億お金掛かりますけ
ども、改革で生み、生み出した財源で十分まかなえておりま
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。

59
改革をね、大阪市
は、やっていかな
ければなりません

【自分】ソレハ＊これからも、ずっと継続できるように、た
ゆまぬケ＊、改革をね、大阪市は、やっていかなければなり
ません。 それから、今皆さんが1番困られてる物価上昇は、
電気料金。 まあ、僕もね、あの、今、じた、あの、住んでる
のがね、オール電化なんで、電気料金直撃ですよ。 去年と比
べれば、2割程度上がっております、2割程度。 だからこれ
はもう、去年から分かってたんです。

[62]「7月、8
月、9月の上下水
道料金は、基本
料金減免です」
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。

60

何があっても許さ
ないよ、ていうス
タンス、態度を示
さなければならな
い

去年から、ガソリンの価格は上昇をしておりましたから、去
年から、やっぱりこれから来年の夏、電気代、これ大変だ
な。 そして今年になって、まああの、関東地方、地震があり
まして。 その地震で、火力発電所が、やっぱりダメージを受
けて、今度動かなくなってきた。 今度は供給量そのものに、
心配が出てまいりました。 そこへ、ロシアがウクライナに攻
め込んで。 これ、ロシアには経済制裁はしなければなりませ
ん。 力による現状変更なんていうのは、認められるわけがな
いから。 なの＊当面、我々苦しくても、ロシアからガスを買
う、えー、石油を買う、ていうのは、やっぱり止めないと。 
でないと、それを認めてしまうと、ロシアなんて、日本の、
飛行機で2時間の範囲なんだから。 今でも北方領土は実効支
配されてるし、彼らは北海道も、まあいずれは、なんていう
ことを言う時があるんだから。 そういう力による、他国に侵
略することは、何があっても許さないよ、ていうスタンス、
態度を示さなければならないんで。

[59]「改革を
ね、大阪市は、
やっていかなけ
ればなりませ

ん」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。



61

原発を再稼働させ
るように提案しな
さい、提言しなさ
いよ

当面の間、これ、ロシアの安いエネルギーを、我々は買うこ
とは、これはないでしょう。 それであればね、どうやってこ
の夏、電力の供給不足と電気代を、なんとか高騰するのを抑
えようというんであれば、2011年のあの震災で、原発は事故
起こしました。 でも、それから11年間、そのジク＊、原発
が事故起こさないように、安全な対策を11年間やってきたん
だから、改善してきたんだから。  今、安全な原発であれ
ば、この夏に合わせて、動かせば良かったんです、動かせ
ば。 そうすることで、この夏の電力不足と、え＊あの、電気
料金の値上げは、なんとか抑えられた。 だから、ま、僕はも
うそれが、これこの夏危ないな。 分かってたんで、維新の
会、国会議員団にね、今回の国会、通常国会が始まった頃か
らね、このデ＊、原発を再稼働させるように提案しなさい、
提言しなさいよ、自民党に突きつけていけよ、いうことを
言ってた。

[60]「何があっ
ても許さない

よ、ていうスタ
ンス、態度を示
さなければなら
ない」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。

62
7月、8月、9月の
上下水道料金は、
基本料金減免です

で、維新の会の国会議員団、昨年少し、衆議院で、こ、あ
の、数も増やしていただいたから、岸田総理にそれを突きつ
けたんです。 岸田総理は、聞く耳は持つか、持ってる方なん
で、そうだねとは言ってくれたけど、カイ＊、実行してくれ
ておりません、決断と。 で、結局今、去年より2割高い電気
代が、皆さん方の肩に重くのしかかってる。 で、これが、も
うやってくれないというのが分かりましたんで、僕は大阪市
長として、電気料金上がる部分をね、なんとか他の料金を下
げることで、皆さんの生活を守りたいト＊、いうことで、大
阪市は、上下水道は、大阪市が、今仕事をやってる、責任
持ってやってる仕事なんです。  だから、この7月、8月、9
月、大阪市民の皆さんの、公共料金の負担軽減のために、7
月、8月、9月の上下水道料金は、基本料金減免です。 無償
にいたしました。 これ約60億、お金かかりま＊、いや、拍
手してもらってますけど、結局皆さん方からいただいてる税
金がね、そこへ回せるようになっただけなんですよ。 昔の大
阪市はこれ、全然できません。

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。

63
役人をピリッとさ
せないと

【自分】借金ばっかりで、全然お金がないから、何が言いた
いか、行政運営するっていうのは、やっぱり財源の使い方を
見直して、お金を作って、そのお金を皆さんに還元していく
のが、行政の仕事なんですよ。 こ、これをね、国でもやらし
ましょうよということなんです。 そのために、先ほど、ま
あ、うちのね、維新の会のメンバーがいろいろ言ってまし
た。 そのためには、役人をピリッとさせないと、霞ヶ関、そ
して永田町、あの役人の皆さんをね、ピリッとさせないと、
昭和のままのお金の使い方では、もう本当にね、えー、穴が
空いたバケツでね、水汲んでるようなもんです。

[62]「7月、8
月、9月の上下水
道料金は、基本
料金減免です」
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。

64 5人でやってた仕
事は3人でやろう

で、ピリッとなったんが、大阪府と大阪市なんですよ、この
間。 そのピリッとさせるために、我々はまず身を＊改革って
いうのをやって、職員にも意識改革を求めた。 公務員っての
は基本真面目ですから、政治家が本気になったら、本気で知
恵を絞ってくれますから。 そうすることによって、財源が生
まれてきた、何の知恵を絞るか、今まで役所っていうのは潰
れない組織なんでね、人間っていうのは弱いもんですから、
潰れない組織に所属するとね、仕事は楽な方がいいんです。 
1人でやってる仕事、2人3人でやるほうがそら楽。 だから、
どんどんどんどん昭和の時代、メタボになってたんです、メ
タボに。 でもこれからは、人口が減っていく時代なんだか
ら、そんな楽な職場だめだよと、民間も厳しい状況でね、
え、厳しい労働環境働いてるんだから、潰れないって言うん
なら、今まで3人でやってた仕事は2人でやろう、5人でやっ
てた仕事は3人でやろう。 テクノロジー、技術も進化してる
から、知恵をふり絞ったら、それできるでしょと。

[65]「政治家
の、まあ、身分
について、メス
入れてった」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。

65
政治家の、まあ、
身分について、メ
ス入れてった

そのためにはまず厳しいことを、職員に言うために、役所を
動かしてんのは我々なんだから、政治家なんだから、厳しい
事を言う限り、自分らがね、本当にね、あの、優遇厚遇され
すぎてたんでは、説得力ありません、当たり前の事なんで
す。 民間でもそうです、社長が本当に贅沢三昧でやる気もな
けりゃ、社員に何も厳しいこと言ってもね、言うこと聞いて
くれない。 だから僕らは一番最初に、まず政治家の、まあ、
身分について、メス入れてったんです。 定数削減もそうで
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。



66
全ての全会一致で
減らすことをやっ
ぱり目指すべき

先ほど、ま、うちの幹事長のね、ヨコヤマさんから話があっ
たかもしれないけどね、定数削減なんて、もう30年前から大
阪で言ってたんですよ。 皆さん選挙になるとね、議員さんは
ええな、ようさん人もおって、高い給料もらろうて、楽やん
か、おかしいやんか、30年前からあったけど、結局選挙の時
は、みんな言うんですよ、自民党から共産党まで。 あ、共産
党は言いません、彼らはあの、議席定数増やせ言ってるか
ら。 大体、自民党、公明党、え、今の民主党辺りは、あ、そ
の通りですなと、やっぱり政治家も人減らした方がいいです
ね、これから人口減ってくんだから、減らしましょう、30年
前から言ってて。  選挙終わるとね、こうなるんです、選
挙っていうのは、政治家っていうのは、民主主義の基本です
から、民主主義の基本。 だから、全ての全会一致で減らすこ
とをやっぱり目指すべきだと。

[65]「政治家
の、まあ、身分
について、メス
入れてった」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。

67 全会一致になるわ
けがありません

全会一致になるわけがありません。  そもそも共産党、反対
するんだから。 単なるそれはね言い訳、アリバイ作り、だか
ら選挙の時はそれを言うけども、結局4年経って次の選挙の
時に、みんな言い訳するんです、自民党も。 いや、話し合い
して、うちは減らすって言ったけど、よそが減らそうと言い
ませんでした。 うちは5人減らそうと言ったのに、よそが3
人、だからそういうことで話まとまらなかったんで。  
【自分】継続して話し合いしていきます、いうようなこと
で、全く＊。

[66]「全ての全
会一致で減らす
ことをやっぱり
目指すべき」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。

68
橋下さんこう言い
ました、2割じゃ
なく3割やると

で、議員の報酬の話にしてもそうです。 これ、当時、橋下さ
んが知事になった時ね、徹底的に改革すると。 で、当時、僕
は自民党にいたんです、橋下さんが、ち、知事の時。 で、自
民党の政調会長をやっておりました。 で、橋下さんに知事に
なる前に、選挙に向けての公約作りの時、一言言いました。 
二言も三言も言いました。 橋下さん、悪いけど、知事になっ
たら、行財政改革やるために、まず、あんたね、あなたね、
知事の給料をカットしてくれと。 申し訳ない、子供9人、
あ、7人いるけども、給料減らしたら大変やろうけど、今ま
でね、弁護士でタレントで儲けて貯金があるから、ちょっと
我慢しよ。 橋下さんこう言いました、2割じゃなく3割やる
と。 これはね、ほんとにね、あの、いや、なかなかほんとに
よく覚悟してくれたなと思いましたよ。 で、その時にも退職
金も、申し訳ない、5割カットしてくれって言いました。 あ
あ、そのぐらい良いですよ、すっと了解してくれた。

[70]「危機感を
持った政治の集
団を議会で作ら
ないと」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。

69

議会も当たり前
じゃないですか、
同様に、きゅ、報
酬のカットをする
のは

で、僕はその、僕より年下の知事候補者です。 その人に、そ
れを僕が、おし、まあ、僕がそういうことをやってくれとい
うことで、まあ、お願いをするわけですよ。  で、その後、
よく皆さんが聞く話でね、知事と議会は車の両輪って言うで
しょ？ 車の両輪。 で、両方が、やっぱり、お互い選ばれた
市民、府民の代表なんだ。 だから、お互い対等の立場で議論
しようよ、いうのが、当時自民党の考えです。 それは、その
通りなんです。 だから、対等であるならね、あし、知事がそ
こまで覚悟したら、議会も当たり前じゃないですか、同様
に、きゅ、報酬のカットをするのは。

[68]「橋下さん
こう言いまし

た、2割じゃなく
3割やると」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。

70
危機感を持った政
治の集団を議会で
作らないと

ところがこの話が、まあ、通用しなかったですね。 結局、橋
下さんには3割やってもらったけども、議会の方は5パーセン
トで、これをね、うまくごまかそうとした。 僕はもう、そん
なね、やっぱり、政治に嫌気さしてきてね。 とにかく、やっ
ぱり、年下のね、橋下さんにそんなこと言って、自分が5
パーセントではね、かっこつかないし。 これではね、やっぱ
り、政治家として、職員に対して、まあ、職員に対して厳し
いことは言えませんから、も、これじゃダメだなと本当に危
機感を持った。 そういう危機感を持った政治の集団を議会で
作らないと、大阪の大改革はできないな。

[71]「2割の定
数と3割の報酬
カット、バサッ
ともう、決めて
しまいました

よ」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。



71

2割の定数と3割の
報酬カット、バ
サッともう、決め
てしまいましたよ

こういう風に思いまして、この大阪維新の会という地方の、
まずは政治集団を作ったんです。 で、その政治集団が、皆さ
ん、応援していただいてね、2011年、なんと府議会で過半数
の議席をいただきました。  過半数ということは決めれるん
です。 特に自分たちの身分に関してメスを入れること、簡単
に決めれるんです。 だから2011年、ま、よ、横山さんとか
吉村さんとか、彼らその時初当選組、そういう人たちが、当
選して過半数になったから、4月の選挙終わって、5月には2
割の報酬、え、2割の定数と3割の報酬カット、バサッとも
う、決めてしまいましたよ。 その時は、まあ、そんなにね、
強硬に決めて良いのかとか色々あったけど。 結局自分らのこ
とにね、メス入れるだけだから、なんの問題もない。 で、そ
の時に、それだけ議員減らすと府民の皆さんの声が届けにく
くなるんじゃないのとか、色々言われましたけど、あれから
10年経って、知事、市長やらしていただいて、市民の皆さ
ん、府民の皆さんから、議員さん減って、ああ、不便やわ、
議員さん減ったから私の声届けへんわ、なんていう、そうい
う苦情は大阪府庁、大阪市役所には1件も来ておりません。

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。

72

国会行ったら100
万円置いてあるわ
けですよ、机の上
に

【自分】今の時代、直接みなさんから、みなさんの持ってる
携帯で、ふ、市のホームページ、府のホームページに府民の
声、市民の声が全部届くようになってるんです。 だから、日
本の今の構造、大阪は昭和の構造から令和に作り変えてきた
けど、あの霞が関永田町はそのままです。  その象徴が、み
なさん、あの国会議員の、あの経費の問題なんです。 文通費
という経費。 あんな経費、昔からずっともらってるんです
よ、昔から。 で、みなさん、100万円机の上に置いてもらえ
る経費なんてありますかね、民間で？ まだ働く前ですよ。 
働く前に、あの、国会行ったら100万円置いてあるわけです
よ、机の上に。 ホンナン＊普通は怪しいんでね、こんなお
金。 どうしようかな、何これって言うと、議会事務局の人が
ね、いやいや何々先生、これわが党の1年生の議員です＊。 
何々先生、これはね、国会議員なったら、これはね、権利な
んです。 自由に使っていただいて結構です。 100万円くれ
る。 みなさんの税金でです。

[76]「維新の会
に、一度野党第
一党のね、ス

タートラインに
つかしてくださ
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。

73

大阪維新の会が選
挙で過半数の数い
ただいたから、一
挙にやれた

で、僕はね、その経費必要でしょ、議員活動するのが。 だか
ら、経費は納税者と同じようにしようよって言ってるだけな
んです、われわれ。 われわれ経費全部なくせって、そんな
ね、そこまでのこと言ってるんじゃないんです。 経費必要な
ら、納税者のみなさんと同じように、同じように領収書を公
開して、そして、余ったら返しましょ。 これだけのことを今
自民党が過半数持ってるから、さっき言いました、大阪維新
の会が選挙で過半数の数いただいたから、一挙にやれた。

[75]「僕は国会
議員じゃないん
でね、そんなの
は厳しくやりま
すよ」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。

74

痛みを感じるよう
なことは棚上げ
で、ま、おごって
る、緩んでる

今、自民党は、衆参合わせて過半数あるじゃないですか。 民
間と同じに変えるぐらいのことは、今日言うて明日一日でで
きるんです。 過半数あるから。 何も全部なくせって言うと
議論なると思いますよ。 それは活動するのに、やっぱり経費
必要だという、そういう議論なる。 そんなこと言ってないん
です。 民間の、おんなじようにしましょうね。 経費だった
ら領収書公開をして、余ったら返しましょ。 それすら棚上げ
たまま、国会が終わってしまいました。 いかに長年、なれ合
い、もたれあい、自民党のみなさんね、もう選挙強いから、
今。 支持率高いから、結局、そういう自分たちが痛みを感じ
るようなことは棚上げで、ま、おごってる、緩んでる、たる
んでる。

[75]「僕は国会
議員じゃないん
でね、そんなの
は厳しくやりま
すよ」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。

75

僕は国会議員じゃ
ないんでね、そん
なのは厳しくやり
ますよ

で、これを、野党第一党の立憲民主党は、それ突きつけられ
るか。 突きつけられないんです。 なぜか。 彼らも公開して
ないから、領収書。 で、わが党は、僕は国会議員じゃないん
でね、そんなのは厳しくやりますよ。

[76]「維新の会
に、一度野党第
一党のね、ス

タートラインに
つかしてくださ
い」についての
理由・ニーズ



76

維新の会に、一度
野党第一党のね、
スタートラインに
つかしてください

だからうちの党はタカギさんも、アサノさんも使ったら、き
ちっとホームページで領収書を添付して、納税者であるみな
さんにチェックをしてもらってます。 チェックしてもらうか
ら、たまにこれおかしいよって言われますよ。 ん、あの、納
税者のみなさんから。 国民のみなさん。 え、どこどこの
誰々議員のこの使い方、どうなの。 チェックしてもらってる
から言われるんです。 だからその時に、僕は、ちょっとこの
使い方おかしいよと。 党として、ちゃんと指導します。 ソ
ウナッタラ＊そのお金は戻してね、あ、それは、私に、こ、
あの、私物的な物であれば、これは戻していく。 当たり前。 
でもチェックしてるから、これが分かるわけ。 それすらやっ
ていないんです、自民党から共産党まで、立憲民主。 で、こ
れも、自民党決めたらやれるんでね、ちょっとぴりっとさせ
られる力を、実際に自分たちのことは実行しているわれわれ
維新の会に、一度野党第一党のね、スタートラインにつかし
てください。 そうすることで。

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。

77

身分が優遇厚遇さ
れてる所、そこか
らでもね、変える
べき

【自分】納税者が納得できるように税金の使い方見直す、ま
ずそこからスタートをさせますから。 我々野党の第2党では
ね、自民党にそういう喉元にね突きつける、そういうのがで
きないんです、野党、国会っていう所は。 第1党なったら国
会の運営の所から交渉権得れますからね。 交渉権持ってね、
まず身分が優遇厚遇されてる所、そこからでもね、変えるべ
きだと。

[78]「是非ね、
我々に力を貸し
てください」に
ついての理由・

ニーズ

78 是非ね、我々に力
を貸してください

これ1点でもね、一度ね、勝負かけさしてもらいたい。 皆さ
ん是非ね、我々に力を貸してください。

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。

79
残りの2議席、こ
れを入れなければ
ならない

このタカギカオリさん、＊アサダヒトシさん、大阪では2人
なんです、2人。 で、もう今、自民党の支持率見てるとね、
完全に自民党は当選圏内。 あんだけ支持率高い訳でね。 4人
区の中に＊自民党も全然大丈夫でしょ。 で、その後公明党も
やっぱ強いですから大阪で。  で、あと、2人をね、その残り
の2議席、これを入れなければならない。 これはね、どっち
か偏るとね、ほんとにね、もうどちらかがまあ負けるという
事になります。

[80]「改革が必
要だという、そ
ういう声を国に
届ける」につい
ての理由・ニー

ズ

80
改革が必要だとい
う、そういう声を
国に届ける

是非皆さん、今回選挙できるだけね、皆さん横へ横へ声掛け
していただいて、偶数で投票に行っていただきたい。 2人、
4人、6人、8人、偶数で行っていただいて、半分こずつして
やってもらいたいんです。 そうする事で、この大阪におい
て、やっぱり改革が必要だという、そういう声を国に届け
る、国にそういう事をしっかりメスを入れられる、国に対し
て霞が関の、あの、皆さんにもやっぱり改革っていうものを
国民の皆さん求めてるんだな、いう風に意識をさせる事がで
きます。

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。

81
アサダ、タカギ
と、この2人に
ね、皆さんの

是非、アサダ、タカギと、この2人にね、皆さんの力を結集
をしてやってください。 よろしくお願いをいたします。 ど
うもありがとうございました。 暑いのに、ほんとありがとう
ございます。

[80]「改革が必
要だという、そ
ういう声を国に
届ける」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。

82
水分を補給して熱
中症に、あの、気
をつけて

ちょうどまた日がね、照ってまいりましたんで、はい、これ
以上長引くと皆さん、あの、熱中症心配になります＊。 は
い、もうちょうどね、あの、こんなけ長い事聞いていただい
てありがとうございます。 ええ、今日も水分を補給して熱中
症に、あの、気をつけていただいてね、えー、お過ごしいた
だきたいと思っております。 ほんとにどうもありがとうござ
います。 すいません。 ありがとうございます。 ありがと
う、ありがとうございます。 ありがとうございます。 よろ
しくお願いします。 ＊ほんと選挙ならね、皆さんのそば行っ
てね、握手してってなるんですけど、まだね、ウィズコロナ
でね、コロナがなくなった訳ではないんで、ここからね、手
を振ってこのまま失礼さしていただきます。 どうもありがと
うございました。 ありがとうございます。 ありがと、あり
がとうございます。

[83]「マツイイ
チロウ日本維新
の会代表からお
話をさせていた
だきました」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。



83

マツイイチロウ日
本維新の会代表か
らお話をさせてい
ただきました

【自分】長時間にわたりまして、えー、お集りをいただき、
どうもありがとうございました。 あ、イマホド＊マツイイチ
ロウ日本維新の会代表からお話をさせていただきました。 ど
うぞ日本維新の会、よろしくお願いいたします。 そして、
え、タカギカオリ候補、頑張っていきます。 どうぞ皆様、よ
ろしくお願いいたします。 長時間にわたりまして、どうもあ
りがとうございました。  お集りいただきまして、ありがと
うございました。 そして近隣の皆様、お騒がせをいたしまし
た、恐縮でございます。 皆様のご理解とご協力に深く感謝申
し上げます。 どうもありがとうございました。 これにて街
頭演説会を終了させていただきます。 どうもありがとうござ
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。


