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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

80%

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 1枚目の投票用紙、東京の選挙区

はエビサワユキ

△ 少し詰め込みがち
2

必ず実現をさせますので、どうか
日本イシンの会エビサワユキにお
力をください あなた側の話量は50分が適切と判定されました

3
自民党と真正面からやり合える、
そういう野党の役割を我々にやら
せて

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 よくご理解いただいて、1票のご支援
をよろしくお願いいたします

5 2枚目の参議院選挙、イシイミツコ、
頑張って走り抜けてまいります

6 日本の抑止力も高めていかなければなりませ
ん

7 改革で生み出した財源で、これ、これらの
サービスを拡充してます

8 そこを判断基準としていただきたい

9 このエビサワさんに、この東京選挙区で力を
貸してやってもらいたい

10 しっかりと何に使ったのかを皆さんに見てい
ただく

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）

22.7語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
2 OPEN これどういうことですか？

2 OPEN 一番おかしいのは、何ですか？

3 CLOSED
あの、去年の衆議院選挙のあとに、1日、国会議員になっただけで100万円もらえる、この問題あ
りましたよね、文通費の問題、皆さん覚えてます？

3 OPEN しかもそれ、うん？

3 CLOSED そんなね、こんな経費、民間ではありますか、ヤナガセさん？

4 OPEN 原資は？

4 OPEN どういうことなんですか？

4 CLOSED 協議体ができたんですよね？

5 CLOSED またブンシュンに撃たれた？

12 OPEN 無駄をしていたら困るのは誰ですか？

25 CLOSED
私たち日本イシンの会が野党第一党となってこの国をしっかりと守っていくために、どうか皆さ
ん私たちにその役目を担わせていただけないでしょうか？

26 CLOSED 本当にこのままでいいんでしょうか？

28 CLOSED そういった今改革政党が必要ではないでしょうか？

47 CLOSED その約束をしたこと、やってますか？

48 CLOSED その選挙のたんびに言ってること守ってきましたか？



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

もう少し、理由や根拠の掘下げが必要そうです

話題の数　10件
話順 説明の少ない話題　0件 話順 説明のある話題　10件

検出なし、良い傾向です 9
よくご理解いただいて、1票のご支援をよろしく
お願いいたします

17
2枚目の参議院選挙、イシイミツコ、頑張って走
り抜けてまいります

19
エビサワユキからも目黒の皆さまにオツタエ＊さ
せていただきます

28
必ず実現をさせますので、どうか日本イシンの会
エビサワユキにお力をください

29
安全で安心して暮らせる、そういう国に作り替え
ていきたい

33 それぐらいの力のある大阪に作り変えようよ

38
改革で生み出した財源で、これ、これらのサービ
スを拡充してます

44
自民党と真正面からやり合える、そういう野党の
役割を我々にやらせて

48 そこを判断基準としていただきたい
54 1枚目の投票用紙、東京の選挙区はエビサワユキ



【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）

9 説明のある話題
よくご理解いただいて、1票のご支援を
よろしくお願いいたします

話者A：まずは、政治家のお金の使い方を変える。  話
者A：まずは身を切る改革から。  話者A：そこから全
ては始まると。  話者A：どうか皆さん、よくご理解い
ただいて、1票のご支援をよろしくお願いいたし...

↓

8→ 具体的説明
日本維新の会を、ぜひ皆さん育てていた
だきたい

自民党が本気になったら、過半数あるから、すぐこん
な改革できるし、立憲民主党さんだって、偉そうに自
民党を責めるんだったら自主的に公開をすればいいん
ですよ。  話者A：自主的にでも、やればいいんです
よ。  話者A：でもやらないんです、彼らは。  話者
A：一切やらない。  話者A：結局彼らは自民党と最後
はテーブルの下で手を握りあっていて、国会改革、議
員待遇の改善、やる気がないのが今の国会の現状なん
です。...

- -

17 説明のある話題
2枚目の参議院選挙、イシイミツコ、頑
張って走り抜けてまいります

野党第一党、日本維新の会、日本維新の会、マタ＊、
選挙で全国比例代表、全国を走り回っております、全
国比例代表から現職唯一の女性議員、参議院議員、日
本維新の会、イシイミツコ、イシイミツコ、2枚目の
紙には個...

←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
皆さんもう投票に行けますのでね、よろ
しくお願いをいたします

話者A：じゃ、今日候補者2人がね、この車の上に上
がってきていただきましたので、じゃ、最初、トップ
バッター、イシイミツコさん、いきましょうか。 2枚
目の投票用紙の、比例代表から立候補をしています。  
話者A：イシイミツコ。  話者A：いつの間にか紫がト
レードマークになってました。  話者A：はい。 イシ
イミツコ、はい。  話者A：イシイミツコさん。  話者
A：あの、女優ですから、元。  話者A：キャ...

16→ 具体的説明
どうか女性がトップに立つような国にし
ていきましょう

私はその中で、女性のパワーを引っ張って、引っ張っ
て、皆さん、どうか女性がトップに立つような国にし
ていきましょう。 保健所の所長、保健所の所長、女性
の保健師でもいいはずなんです、そういった枠組みが
ないのがおかしい。 今の社会の変化に、皆さんが既存
の制度に押し込められているんです。 新しい制度を作
りましょう、もっと子供たちのために税金を正しく投
資しましょう。 消費税は5パーセントでも大丈夫なは
ずなんで...

- -

19 説明のある話題
エビサワユキからも目黒の皆さまにオツ
タエ＊させていただきます

今日は日本維新の会、大演説会、全国比例区のイシイ
ミツコと、そしてこの場所には東京都選挙区から立候
補いたしましたエビサワユキ、4児の母、元プロス
ノーボーダー、そしてヨシムラヒロフミ大阪府知事の
右腕として...

←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

↓

18→ 具体的説明
マツイイチロウ党代表が、もう間もな
く、この目黒駅前に、あと5分で向かっ
て

ただ今、オツタエ＊さしていただきましたのは、ゼン
コク＊、全国比例区から立候補いたしました、ホアン
＊、イシイミツコ、イシイミツコよりオツタエ＊させ
ていただきました、ありがとうございました。 今、マ
ツイイチロウ党代表が、もう間もなく、この目黒駅前
に、あと5分で向かってまいります。...

- -

28 説明のある話題
必ず実現をさせますので、どうか日本イ
シンの会エビサワユキにお力をください

そういった今改革政党が必要ではないでしょうか？ 私
たち日本イシンの会はこの本気で次の世代のための政
治をやる。 今回は出産の無償化も提案をしています。 
出産というのはこれまで保険適用ではありませんでし
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

↓



20→ 具体的説明
どうぞ皆さん、維新のエビサワユキをよ
ろしくお願いいたします

話者A：こんにちは。 参議院東京都選挙区、エビサワ
ユキです。 もうすでに声がガラガラになってまいりま
したけれども、えー、今日も皆様に、えー、力いっぱ
い、お訴えをさせていただきます。 エビサワユキ、
えー、元市会議員、政治の経験を積んでまいりまし
た。 えー、そして20代の頃は、プロのスノーボード
選手、日本チャンピオンとして、世界中の山々を駆け
抜けてまいりました。 プライベートでは、4人の子供
を育てて戦...

25→ 具体的説明
私たちにその役目を担わせていただけな
いでしょうか

えー、そして、また、ありがとうございます、維新の
エビサワユキです、東京選挙区です、よろしくお願い
いたします。 えー、そして、えー、防衛力の強化、
えー、そういったことと合わせて、やはり今もう中国
がどんどんどんどん対等してきています。 アメリカか
ら覇権が中国に移り行く中で、やはり、あの、日本は
日米同盟もきじ、自軸としながらも、私達日本と同じ
価値観、民主主義や法の支配、基本的人権の尊重、報
道の自由といっ...

27→ 具体的説明 私たちが力を持てば必ずこの国は変わる

実際に私たちはもうすぐマツイイチロウさんが来ます
けれども、大阪の方で全国で初めての私立高校授業料
無償化これも実現しました。 そしてこの春にはなんと
大学、絶対できないと言われた大学の無償化、入学
金、授業料、所得制限はありますけれどもこれも全国
で初めて実現をしたんです。 出来ない理由はいっぱい
ありました。 20も30もあった。 でも私たち日本イシ
ンの会はやると決めたらやる。 1つでもやる可能性、
できる...

- -

29 説明のある話題
安全で安心して暮らせる、そういう国に
作り替えていきたい

ただいまお伝えさせていただきましたのはエビサワユ
キ、日本イシンの会東京の選挙区候補のエビサワユキ
でございました。 それでは大変お待たせいたしまし
た。 今日はこのメグロ駅前、今選挙中初めてマツイイ
チロウ...

←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
見直そうと言ってるだけなのに、今自民
党から共産党まで、これはもうスルー

そして、この改革は全国で通用することなんです。 当
たり前のことです。 選挙になれば、まず第一に全ての
候補者、こう言うんです。 納税者の皆さん、国民の皆
さん、皆さんと同じ目線で税金の使い方、見直しま
しょ。 皆さんに寄り添った政治をやりますよ。 これ
が自民党から共産党まで、みんな同じことを言う、ま
あ、キャッチフレーズなんですけども。  話者A：皆さ
ん、このキャッチフレーズでおかしいねと、今。 永田
町、...

- -

33 説明のある話題
それぐらいの力のある大阪に作り変えよ
うよ

そして、我々は大阪において、ひどい財政状況でした
から、今から10年前、そら東京はね、どんど、今財
政、東京はね、日本で唯一の不交付団体、東京はどん
どん税収が上がって、国から交付税をもらわなくても
やりくり...

←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

↓

34→ 具体的説明 まず役所を動かす側の政治家、我々です

ただ、その頃は自民党、そして当時の民主党、公明党
が、もうヤゴウ＊談合で、もう馴れ合いもたれ合いで
政治やってて、結局内向きのお金ばっかり使ってる。 
役所の中にいる人ばっかりにて、そして、一部の＊に
ばっかりにそういう税金が流れてる。  これはだめだ
よね、要は役所の構造改革、そして、補助金の出し
方、それの考え方を見直していく、そのためには役人
の意識を変えていく、これが1番重要なポイントだっ
たから、まず役...

- -

38 説明のある話題
改革で生み出した財源で、これ、これら
のサービスを拡充してます

だ、これをガラッと見直すと、元々都市ですからね、
大阪も。  ガラッ、ガラッと見直していって、税金の
使い方、内向きで既得権の多い流れることやめると、
財源が生まれました、その財源を使って全国に先駆け
て、私...

←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
行政サービスを拡充するだけ、ための財
源が枯渇してた

話者A：団体、役所の代わりに仕事してくれてるとこ
ろもある。 でもそれも今までは運営費補助だから、運
営費補助すると、人間て弱いもんだからね、どんどん
そういう団体に人が増えて、運営費がどんどん上がっ
ていってしまう。 そういうところに税金がどんどん流
れてるんで、一般の人たち、府民、市民に対して行政
サービスを拡充するだけ、ための財源が枯渇して
た。...

- -



44 説明のある話題
自民党と真正面からやり合える、そうい
う野党の役割を我々にやらせて

皆さん、今、野党第一党は立憲民主党さんです。 立憲
民主党さんは、政権を取ったことがあります。 政権を
取ったことがあるけども、皆さん、今、野党の第一党
で、ここも緩んでるんじゃないですか。 何でも反対、
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

↓

42→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

スピード感持って、まあ素早く動いてく
れません

でも、維新の会、えー、2010年に、12年に初めてこ
の維新の会を結党しまして、当時は代表はイシハラシ
ンタロウさん、御大ですよ。 で、共同代表ハシモトさ
ん。 で、僕が幹事長です。 我々の政党っちゅうの
は、横につながる＊型の政党です。 上下じゃないんで
す、上下じゃないから、僕は市民の声の一番近いとこ
ろで仕事してるから、市民の皆さんが今本当に困って
るところ、ダイレクトに聞いてそのままダイレクトに
国会議員...

43→ 具体的説明
自民党をぴりっとさせられる、そういう
野党の存在が今必要

これから当面の間は自民党が政権を持ちます。 衆議院
であれだけの数があるわけだから。 自民党が当面政権
を持つけど、自民党にやっぱりピリッとさせられる、
自民党がちょっと税金の使い方、行政運営、ちょっと
おかしいね、このままじゃ世の中の人にやっぱり
ちょっと否定されるよね、認めてもらえないよね、自
民党をぴりっとさせられる、そういう野党の存在が今
必要なんです。...

- -

48 説明のある話題 そこを判断基準としていただきたい

皆さん、今の立憲民主党の皆さん、野党第一党ですけ
ど、皆さんね、今、岸田総理に対して、立憲民主党の
イズミさんもそれはね、＊っていってますよ。 岸田さ
ん、憲法改正、今必要ないじゃないか。 なぜそんな憲
法改...

←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
我々は10年間約束をしたことやってき
た

皆さん、選挙っていうのは、政策を選択していただく
のが選挙なんです。 でも皆さん、政策というのは、今
の政策だけじゃないんです。 これまでこの国では、も
うこの10年間で8回の国政選挙が行われているんで
す。 以前の国政選挙のときに、その時、それぞれの人
が約束をした事、皆さん思い出してもらいたい。 その
約束をしたこと、やってますか？ 我々は10年間約束
をしたことやってきたから、大阪においては自民党と
勝負を...

- -

54 説明のある話題
1枚目の投票用紙、東京の選挙区はエビ
サワユキ

ただ今訴えさせていただきましたのは、日本維新の
会、私たちのリーダー、マツイイチロウ、マツイイチ
ロウよりお訴えをさせていただきました。 選挙戦も中
盤戦に入ってまいりました。 どうか皆様、自民党に代
わるも...

←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
このエビサワさんに、この東京選挙区で
力を貸してやってもらいたい

このエビサワさんに、この東京選挙区で力を貸して
やってもらいたい。 そして、比例はイシイミツコさ
ん、知名度もあるし、ま、そこそこね、年齢も重ねて
きて経験もあるし、年齢の割にはもう全然元気だし、
これからね、もうあと10年20年働けますよ。 だか
ら、エビサワ、イシイと、皆さん、1枚目はエビサ
ワ、2枚目にイシイというかたちで、是非皆さんの支
援の輪を広げてください。 よろしくお願いします。 
ありがとうござい...

55→ 具体的説明 お写真もどんどん拡散してください

話者A：期日前投票で始まっておりますので、今マツ
イイチロウ代表、ありがとうございます、お写真もど
んどん拡散してください。 え、日本維新の会マツイイ
チロウ、今回の参院選が代表として、政治家として戦
う最後の戦いになります。 マツイイチロウ、お写真
撮ったらSNSに。...

- -



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 耳を傾けていただ
きたい

【自分】マツイイチロウ日本維新の会代表、マツイイチロ
ウ。  
【自分】大阪市長も務めるマツイイチロウ。  
【自分】マツイイチロウ代表が、この場所にやって来る予定
でございます。  
【自分】ぜひ皆さま、よろしくお願いいたします。  
【自分】マイナ＊、ぜひその場所に足を止めていただいて。  
【自分】はい。  
【自分】ちょっとの時間だけ。  
【自分】ちょっとの時間だけ。  
【自分】あの、耳を傾けていただきたい。  
【自分】そうですね。  
【自分】お願い申し上げたい。  
【自分】そして、候補者が2人、今日は参っておりますの
で、はい、ガールズ、上ってらっしゃい。  
【自分】どうぞ。  
【自分】お嬢ちゃんたち。  
【自分】お願いします。

[2]「政治への信
頼感が欠如して
います」につい
ての具体的説明



2 政治への信頼感が
欠如しています

【自分】はーい、今日はね、あの、東京都選挙区候補のエビ
サワユキ。  
【自分】エビサワユキ。  
【自分】エビサワユキ、そして、全国比例区候補のイシイミ
ツコ。  
【自分】イシイミツコ。  
【自分】イシイミツコと。  
【自分】イシイミツコでございます。  
【自分】はい、2人の候補、華やかですね、やって参りまし
た。 どうぞよろしくお願いいたします。  
【自分】お願いします、もう間もなくで、マツイイチロウ代
表参ります。  
【自分】マツイイチロウがやって参りますんでね。  
【自分】はい、しばらくお待ちいただきたいと思います。  
【自分】よろしくお願いいたします。  
【自分】さあ、オトキタさん。  
【自分】はい、何でしょう、ヤナガセさん。  
【自分】参議院選挙がね。  
【自分】始まりましたよ。  
【自分】あのね、なかなか盛り上がらない。  
【自分】なかなか盛り上がらない。  
【自分】これどういうことですか？  
【自分】でもね、皆さんにぜひもっとね、今の政治、怒って
いただきたい。  
【自分】あのね、今の政治、ほんとおかしいですよ。  
【自分】本当におかしなことばっかりなんです、皆さん。  
【自分】僕たちね、国会議員として、ま、今回もね、いろん
な論戦させていただきましたけど。  
【自分】ましたけども。  
【自分】一番おかしいのは、何ですか？  
【自分】やっぱり政治への信頼感が欠如しています、今。  
【自分】はい、政治の信頼がありません。  
【自分】政治家が皆さんに平気で嘘をついてるんですよ。  
【自分】嘘もつくし、お金の使い方。  
【自分】そう。

[8]「日本維新の
会を、ぜひ皆さ
ん育てていただ
きたい」につい
ての具体的説明

3

摩訶不思議な経費
が私たち国会議員
には月100万円も
支給されている

【自分】政治家のお金の使い方がやっぱりおかしい。  
【自分】おかしいんですよ、この最たるものがね、あの、例
の文書通信交通滞在費。  
【自分】あの、去年の衆議院選挙のあとに、1日、国会議員
になっただけで100万円もらえる、この問題ありましたよ
ね、文通費の問題、皆さん覚えてます？  
【自分】議員特権の文通費、何と100万円が、領収書もいら
ない、余っても返さなくてもいい、こんな摩訶不思議な経費
が私たち国会議員には月100万円も支給されているんです。  
【自分】1月100万円の経費が、国会議員はもらえるんです。  
【自分】しかもそれ、うん？  
【自分】でも、領収書もいらなければ、余っても返金するこ
とも必要ない。  
【自分】そんなね、こんな経費、民間ではありますか、ヤナ
ガセさん？  
【自分】あるわけないです。  
【自分】あるわけないですよ。  
【自分】税務署がね、怒りますよ。  
【自分】そう、だからもう、皆さんも怒った。

[4]「皆さんにも
う一度、考えて
いただきたい」
についての客観
根拠・データ



4
皆さんにもう一
度、考えていただ
きたい

年末からずいぶん話題になった、それでね、自民党も立憲民
主党も他の多くの政党、政治家も今国会中に法律改正して、
領収書ぐらいは公開しましょうって約束したんですよ。  
【自分】当たり前のことです。  
【自分】当たり前のことですよ。  
【自分】だ、だってね、これ全部、原資は。  
【自分】原資は？  
【自分】税金ですよ。  
【自分】皆さまの税金なんですよ。  
【自分】皆さまの税金を1月に100万円ずつ、国会議員はも
らっていて。  
【自分】もらっていて。  
【自分】何に使っているのかさっぱり分からない。  
【自分】どういうことなんですか？  
【自分】こんなおかしなことありません。  
【自分】そうなんです、そして国民の怒りが年末に火がつい
て、今国会中に領収書の公開はしましょうよの約束をした、
ところが。  
【自分】協議体ができたんですよね？  
【自分】そう、4月にね。 協議体で約束したんです、自民党
の一番偉い、コクタ委員長が法改正して領収書公開するって
言ったんですよ。  
【自分】今国会中に、この領収書の問題、何に使ったのかを
しっかり公表する、残金も返金する、この問題はしっかりと
方をつけようじゃないか。  
【自分】お約束をしました。  
【自分】約束したんですよ。  
【自分】ところがですね、国会も終わってしまって、結局こ
の結論は先送りにされて。  
【自分】先送りですよ。  
【自分】国民との約束があっさり破られた。  
【自分】何の解決もしないまま。  
【自分】こ、こんなことで本当にいいのかということを、私
たちは皆さんにもう一度、考えていただきたいんです。  
【自分】もう、皆さんの税金はね、ぱくぱくむしゃむしゃ国
会議員が食べてますよ。  
【自分】そうなんです。

[7]「しっかりと
何に使ったのか
を皆さんに見て
いただく」につ
いての具体的説

明

5
ブンシュン、あ
の、テレビアサヒ
に撃たれた

だ、そこで私たち、日本維新の会、ここでエビサワユキ、イ
シイミツコが所属する、私たち日本維新の会だけが自主的に
これまでも領収書公開、徹底的にやってきたんですよ。  
【自分】そんなね、当たり前のことですよ。  
【自分】当たり前のことなんですよ。  
【自分】税金ですかね。  
【自分】税金ですから、皆さんに厳しくチェックしていただ
く。  
【自分】そう、あなたの金じゃないから。  
【自分】そう、でね、私の金じゃないから、われわれ公開し
てるじゃないですか、ヤナガセさん。  
【自分】はい、してますね。  
【自分】そしたら、怒られました、私。  
【自分】またブンシュンに撃たれた？  
【自分】ブンシュン、あの、テレビアサヒに撃たれた。  
【自分】あの、この人、ブンシュンに7回撃たれてますから
ね。  
【自分】6回です。  
【自分】はい。

[6]「事務所の運
営に必要だか

ら、と私は思っ
て計上した」に
ついての具体的

説明

6
事務所の運営に必
要だから、と私は
思って計上した

【自分】はい、あれですね、テレビアサヒにね、特集された
んです、私の。  
【自分】特集された。  
【自分】文書通信交通滞在費。  
【自分】＊洗剤だったの。 146円。 でもね、洗剤は文書でも
通信でも交通でもないでしょ、っていうふうに怒られまし
た。  
【自分】あのね、それね、怒られて当然です。  
【自分】でもね、私たちハネ＊。  
【自分】＊＊＊あの松井代表も怒ってましたよ。  
【自分】怒ってましたね、すいませんね。  
【自分】うん、洗剤買うなと。  
【自分】そう、でも事務所の運営に必要だから、と私は思っ
て計上した。  
【自分】はい。

[7]「しっかりと
何に使ったのか
を皆さんに見て
いただく」につ
いての具体的説

明



7
しっかりと何に
使ったのかを皆さ
んに見ていただく

【自分】で、おかしいと言われたのは、私が情報公開を全部
したからなんですよ。 そうしたら議論が起きる、批判が起き
る。 間違ってイクコトハ＊正していく、これが当たり前の皆
さんからお預かりしている税金の使い方ではないでしょう
か。  
【自分】そうですね。 情報公開が大事ですよね。  
【自分】はい、そうなんです。  
【自分】しっかりと何に使ったのかを皆さんに見ていただ
く、そのことによって税金の使い方が正されていく、これが
重要なことですよね。  
【自分】そうなんです。

[8]「日本維新の
会を、ぜひ皆さ
ん育てていただ
きたい」につい
ての具体的説明

8
日本維新の会を、
ぜひ皆さん育てて
いただきたい

自民党が本気になったら、過半数あるから、すぐこんな改革
できるし、立憲民主党さんだって、偉そうに自民党を責める
んだったら自主的に公開をすればいいんですよ。  
【自分】自主的にでも、やればいいんですよ。  
【自分】でもやらないんです、彼らは。  
【自分】一切やらない。  
【自分】結局彼らは自民党と最後はテーブルの下で手を握り
あっていて、国会改革、議員待遇の改善、やる気がないのが
今の国会の現状なんです。  
【自分】ですからね、こんなこと1つ、ま、これ国会議員の
お金の使い方なんですけど。 こんなこと1つ改革できなく
て、国の100兆円の予算をね、改革するとかちゃんと使うと
か、ソンナ＊できるわけないじゃないですか。  
【自分】できるわけがない。 だからこそ、改革勢力、本気で
この国を変える、こう、全員のキンロウ＊のあり方を、使い
道を変える、私たち日本維新の会を、ぜひ皆さん育てていた
だきたいんです。

[9]「よくご理解
いただいて、1票
のご支援をよろ
しくお願いいた
します」につい
ての具体的説明

9

よくご理解いただ
いて、1票のご支
援をよろしくお願
いいたします

【自分】まずは、政治家のお金の使い方を変える。  
【自分】まずは身を切る改革から。  
【自分】そこから全ては始まると。  
【自分】どうか皆さん、よくご理解いただいて、1票のご支
援をよろしくお願いいたします。  
【自分】それが日本維新の会。  
【自分】日本維新の会。 よろしくお願いします。  
【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。

10

皆さんもう投票に
行けますのでね、
よろしくお願いを
いたします

【自分】じゃ、今日候補者2人がね、この車の上に上がって
きていただきましたので、じゃ、最初、トップバッター、イ
シイミツコさん、いきましょうか。 2枚目の投票用紙の、比
例代表から立候補をしています。  
【自分】イシイミツコ。  
【自分】いつの間にか紫がトレードマークになってました。  
【自分】はい。 イシイミツコ、はい。  
【自分】イシイミツコさん。  
【自分】あの、女優ですから、元。  
【自分】キャスターですから。  
【自分】女優でキャスター。  
【自分】女優でキャスター。 ＊＊＊。  
【自分】映画あげまんに出てました。  
【自分】はい、準主役の女優をやっていました、イシイミツ
コ、イシイミツコよりお訴えさしていただきます。 よろしく
お願いいたします。  
【自分】ありがとうございます。 え、＊＊＊皆さま、西口を
ご利用の皆さま、お集まりください。 お集まりください。 
え、参議院選挙、始まっております。 皆さんもう投票に行け
ますのでね、よろしくお願いをいたします。

[17]「2枚目の
参議院選挙、イ
シイミツコ、頑
張って走り抜け
てまいります」
についての具体

的説明

11

このままでいいの
でしょうかという
ことを、ずっと訴
えていた2人

え、ただいまはオトキタさんと、ヤナガセさん、え、東京維
新の代表と、そして政調会長、お2人、大変若いのですが、
若いホープとして、え、党本部、日本維新の会の本部の役員
にもなりました。 時代はどんどん変わっています。 時代は
どんどん変わっているのに、こんなに変わらない国会はこの
ままでいいのでしょうかということを、ずっと訴えていた2
人でございます。

[12]「全然やり
ません」につい
ての具体的説明



12 全然やりません

え、私は、元ニュースキャスターで女優だった、イシイミツ
コですが、今は看護師、保健師として、え、3.11の経験をも
とに、え、この国の防災、そして、え、国土キョウジュンカ
ネ＊努めてまいりました。 まあ、この6年間、国会に座って
おりましたけれども、これは、変わる変わるといって口先ば
かりで、変わらなきゃいけない、変わらなきゃいけないと口
先ばかりなので、え、信用はない。  にもかかわらず、与党
が強い力を持っているということは、どういうことなんで
しょうか。 誰がやれば変わるんでしょうか。 先ほどからの
文通費、わーわー、わーわー言っててもいっこうに動かな
い。 国家です。 国家は、国の家と書きます。 家の中では、
家計簿っていうのを付けなきゃいけない。 収支を合わせな
きゃいけないんです。 無駄をしていたら困るのは誰ですか？ 
子供でしょう。 そうです、この国を立て直していく、子供を
将来のために税金を投資していくって、言うばっか。  
【自分】かりで全然やりません。

[15]「どうか応
援をしてくださ
い」についての

具体的説明

13
どこかで家計簿を
引き締めなければ
なりません

私は紫の旗を掲げ、今回の参議院選挙、来たれ女の政治と掲
げて戦っております。 子供にお金がかかる、教育費にかか
る、出産費用がかかる、こういうところを具体的にどう変え
ていけばいいのか提案しながら、国民の皆さまの税金は増収
なんです。 それを無駄遣いしていたり、使途不明金を作って
みたり、税金を配る側が不正を働いたり、これは信用丸つぶ
れでございます。 どこかで家計簿を引き締めなければなりま
せん。 立ち上げっていくのは、この空を支える女性の皆さん
です。 半分は女性の皆さんが空を支えております、半分は男
性が支えているこの国家です。

[14]「1人でも
子供をちゃんと
育てていけるよ
うな国造り」に
ついての具体的

説明

14
1人でも子供を
ちゃんと育ててい
けるような国造り

さあ、皆さん、社会の大切なことを決める決定の場に、女性
の皆さんの意見がもっと反映される仕組みに変えていかなけ
ればなりません。  
【自分】そうだ。  
【自分】よろしいでしょうか。 教育の完全無償化、出産費用
の無償化、不妊治療は保険対象とするというふうに、子供の
環境を整えるのあれば、整えるのであれば、この国は女の人
が1人でも子供をちゃんと育てていけるような国造りをして
まいりましょう。

[16]「どうか女
性がトップに立
つような国にし
ていきましょ

う」についての
具体的説明

15
どうか応援をして
ください

さあ、皆さん、参議院選挙で、ここで国が動くといいます。 
私たち、日本維新の会はこの参議院選挙で立憲民主党を倒
し、野党第一党になることを目指して戦っています。 どうか
応援をしてください。 日本維新の会です、日本維新の会、こ
の国で唯一、改革を前に推し進めていく、唯一、納得のいく
税金の使い方を示すことができる政党が一つぐらいあっても
いい。

[16]「どうか女
性がトップに立
つような国にし
ていきましょ

う」についての
具体的説明

16

どうか女性がトッ
プに立つような国
にしていきましょ
う

私はその中で、女性のパワーを引っ張って、引っ張って、皆
さん、どうか女性がトップに立つような国にしていきましょ
う。 保健所の所長、保健所の所長、女性の保健師でもいいは
ずなんです、そういった枠組みがないのがおかしい。 今の社
会の変化に、皆さんが既存の制度に押し込められているんで
す。 新しい制度を作りましょう、もっと子供たちのために税
金を正しく投資しましょう。 消費税は5パーセントでも大丈
夫なはずなんです、ダアカ＊、そういうことを具体的に提案
していって自民党に食い込んでいくという政党。

[17]「2枚目の
参議院選挙、イ
シイミツコ、頑
張って走り抜け
てまいります」
についての具体

的説明

17

2枚目の参議院選
挙、イシイミツ
コ、頑張って走り
抜けてまいります

野党第一党、日本維新の会、日本維新の会、マタ＊、選挙で
全国比例代表、全国を走り回っております、全国比例代表か
ら現職唯一の女性議員、参議院議員、日本維新の会、イシイ
ミツコ、イシイミツコ、2枚目の紙には個人名を選んで書い
ていただくことができるのが参議院選挙です。 イシイミツ
コ、2枚目の参議院選挙、イシイミツコ、頑張って走り抜け
てまいります、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。  
【自分】よし。  
【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。

18

マツイイチロウ党
代表が、もう間も
なく、この目黒駅
前に、あと5分で
向かって

ただ今、オツタエ＊さしていただきましたのは、ゼンコク
＊、全国比例区から立候補いたしました、ホアン＊、イシイ
ミツコ、イシイミツコよりオツタエ＊させていただきまし
た、ありがとうございました。 今、マツイイチロウ党代表
が、もう間もなく、この目黒駅前に、あと5分で向かってま
いります。

[19]「エビサワ
ユキからも目黒
の皆さまにオツ
タエ＊させてい
ただきます」に
ついての具体的

説明



19

エビサワユキから
も目黒の皆さまに
オツタエ＊させて
いただきます

今日は日本維新の会、大演説会、全国比例区のイシイミツコ
と、そしてこの場所には東京都選挙区から立候補いたしまし
たエビサワユキ、4児の母、元プロスノーボーダー、そして
ヨシムラヒロフミ大阪府知事の右腕として改革に邁進してき
た政策のプロフェッショナル、エビサワユキがやってまいり
ました。 エビサワユキからも目黒の皆さまにオツタエ＊させ
ていただきます、よろしくお願いいたします。  
【自分】え、皆さん。

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。

20

どうぞ皆さん、維
新のエビサワユキ
をよろしくお願い
いたします

【自分】こんにちは。 参議院東京都選挙区、エビサワユキで
す。 もうすでに声がガラガラになってまいりましたけれど
も、えー、今日も皆様に、えー、力いっぱい、お訴えをさせ
ていただきます。 エビサワユキ、えー、元市会議員、政治の
経験を積んでまいりました。 えー、そして20代の頃は、プ
ロのスノーボード選手、日本チャンピオンとして、世界中の
山々を駆け抜けてまいりました。 プライベートでは、4人の
子供を育てて戦うお母さんです。 えー、どうぞ皆さん、維新
のエビサワユキをよろしくお願いいたします。

[28]「必ず実現
をさせますの

で、どうか日本
イシンの会エビ
サワユキにお力
をください」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。

21

自民党としっかり
表で議論できるの
は、唯一日本維新
の会

私は、えー、次の世代に、子供達に、この安心で安全な国を
残していきたいと思っているんですが、このロシアによるウ
クライナ侵略があって、国際情勢がもう非常に不安定になっ
ています。 私は、この国の国土、そして、国民の命、財産、
安心な暮らし、えー、これをしっかりとまたり、守り抜いて
いかなければならないと思っているんです。 そこで、こうし
た外交安全保障の議論、自民党としっかり表で議論できるの
は、唯一日本維新の会だと思っているんです。

[23]「日本の抑
止力も高めてい
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。

22
パワーバランスに
よって、国際秩序
が保たれています

えー、残念ながら、他の野党は、理想、理想ばかりを言い過
ぎだと思うんですね。 えー、今の社会情勢見てみますと、そ
れぞれの国が、内側にある構成とか正義で国際秩序が保たれ
れば、それは1番理想です、それは理想です。 でも、理想ば
かり追いかけててもだめなんです。 現実を見れば、今の国際
秩序は、軍事力や経済力、ソフトパワー、こういったパワー
バランスによって、国際秩序が保たれています。 これが今の
現実です。

[23]「日本の抑
止力も高めてい
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。

23
日本の抑止力も高
めていかなければ
なりません

私達日本維新の会は、外交のリアルを見ながら、唯一この自
民党としっかり表で、外交安全保障の議論ができる野党とし
て、えー、今回皆さんに、どうか日本維新の会を選んでいた
だきたいと思うんです。 今回の選挙は、政権選択選挙ではな
いけれども、だけれど、皆さん、私達日本維新の会を野党第
一党に、なんとかしていただきたいと思うんです。 今、ウク
ライナ侵略によって、さまざまな課題が浮き彫りになりまし
た。 私達は、これから日本の抑止力も高めていかなければな
りません。 今、防衛予算が、日本は対GDP比で1パーセント
の＊がかかっていますけれども、NATOはNATOの加盟国に
最低2パーセントも要求しています。

[25]「私たちに
その役目を担わ
せていただけな
いでしょうか」
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。

24
日本の防衛力の強
化、これももう避
けては通れない

この私達日本もですね、戦後70年、80年、えー、こういった
議論は、ありがとうございます、エビサワユキです。 えー、
こういった議論、えー、進んできませんでしたが、やはり今
この日本は防衛力が足りているのか、もし不足があるならど
こに不足があるのか、また、自衛隊の装備も古くなってきま
した。 ま、これも最新のものにアップデートをしていかなけ
ればならない、日本維新の会エビサワユキは、この2パーセ
ントという、ま、数字に、数字ありきというよりも、今足り
てないのはどこなのか、丁寧に議論を積み重ねて、この日本
の防衛力の強化、これももう避けては通れない時期に来てい
ると思うんです。

[23]「日本の抑
止力も高めてい
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。



25
私たちにその役目
を担わせていただ
けないでしょうか

えー、そして、また、ありがとうございます、維新のエビサ
ワユキです、東京選挙区です、よろしくお願いいたします。 
えー、そして、えー、防衛力の強化、えー、そういったこと
と合わせて、やはり今もう中国がどんどんどんどん対等して
きています。 アメリカから覇権が中国に移り行く中で、やは
り、あの、日本は日米同盟もきじ、自軸としながらも、私達
日本と同じ価値観、民主主義や法の支配、基本的人権の尊
重、報道の自由といった。 ありがとうございます。 えー。  
【自分】こういった同じ価値観を持つ国々ともしっかり連携
をとることで、日本の抑止力を高めていきたいと思っている
んです。 日本イシンの会エビサワユキは、この今の外交の現
実を見てこの日本が将来戦争に巻き込まれることのないよう
に、しっかりと今必要な議論をしていきたいんです。 そのた
めにはですね、やっぱりリッケンではダメだと思うんです
ね。 私たち日本イシンの会が野党第一党となってこの国を
しっかりと守っていくために、どうか皆さん私たちにその役
目を担わせていただけないでしょうか？

[28]「必ず実現
をさせますの

で、どうか日本
イシンの会エビ
サワユキにお力
をください」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。

26
少子化の問題にも
真正面から切り込
みたい

そして日本イシンの会はもう1つ、次の世代子供たちにしっ
かりと投資をする政党、ここなんです。 これが日本イシンの
会なんです。 これまでの政府は30年間経済がずっと低迷を
した、給料も上がらなかった、少子化もどんどんどんどん進
んでいった。 本当にこのままでいいんでしょうか？ 私たち
はこの少子化の問題にも真正面から切り込みたいと思ってる
んです。

[27]「私たちが
力を持てば必ず
この国は変わ

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。

27
私たちが力を持て
ば必ずこの国は変
わる

実際に私たちはもうすぐマツイイチロウさんが来ますけれど
も、大阪の方で全国で初めての私立高校授業料無償化これも
実現しました。 そしてこの春にはなんと大学、絶対できない
と言われた大学の無償化、入学金、授業料、所得制限はあり
ますけれどもこれも全国で初めて実現をしたんです。 出来な
い理由はいっぱいありました。 20も30もあった。 でも私た
ち日本イシンの会はやると決めたらやる。 1つでもやる可能
性、できる可能性があったらそこからもう穴をずっと掘って
掘って改革して改革して、迫力、情熱でパッションでやりき
る、これが日本イシンの会なんです。 私たち日本イシンの会
はマツイさんももうすぐ来ますけれども、大阪ではヤトウナ
イ＊大阪では与党だからだからできたんです。 私たちが力を
持てば必ずこの国は変わる。 ジミントウもピリッとさせる。

[28]「必ず実現
をさせますの

で、どうか日本
イシンの会エビ
サワユキにお力
をください」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。

28

必ず実現をさせま
すので、どうか日
本イシンの会エビ
サワユキにお力を
ください

そういった今改革政党が必要ではないでしょうか？ 私たち日
本イシンの会はこの本気で次の世代のための政治をやる。 今
回は出産の無償化も提案をしています。 出産というのはこれ
まで保険適用ではありませんでした。 私は4人子供がいます
からわかりますが、出産はお金がかかる、産んだ後も大変。 
もう学費、大学の費用なんてもっと大変。 この国で子供を産
み育て大学まで出す、本当に大変です。  だから私たちはこ
ういった問題に真正面から切り込む、教育の無償化、出産費
用の無償化、とにかくとにかく次の世代のために政治がした
い。 だからどうか皆さん、今までの政治ではない日本イシン
の会の改革にご期待を下さい。 必ずやります、必ず実現をさ
せますので、どうか日本イシンの会エビサワユキにお力をく
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。



29

安全で安心して暮
らせる、そういう
国に作り替えてい
きたい

ただいまお伝えさせていただきましたのはエビサワユキ、日
本イシンの会東京の選挙区候補のエビサワユキでございまし
た。 それでは大変お待たせいたしました。 今日はこのメグ
ロ駅前、今選挙中初めてマツイイチロウ代表、マツイイチロ
ウがやってまいりました。 マツイイチロウが代表としてそし
て政治家として最後戦う国政選挙、それがこの参議院選挙で
す。 どうかメグロの皆様、マツイイチロウ日本イシンの会、
マツイイチロウの訴え少しだけ耳を傾けてください。 よろし
くお願いいたします。  
【自分】メグロの皆さん、こんにちは。 日本イシンの会代表
のマツイです。 皆さん日本イシンの会と言うとやっぱり東京
ではまだまだ馴染みが薄い、大阪の政党なんじゃないの。  
【自分】スル＊ように思われてる方が、多くいらっしゃると
思います。 そうなんです。  我々は、2010年に政治の活動
を、大阪からスタートをいたしました。 そして、それから
12年間、まあ、先ずは大阪の改革ということで、僕は大阪府
知事と市長をやらせていただいております。 それで、確信し
たんですけども、大阪の改革は全国に通用すると。 そして、
その改革をやることで、この日本を安全で安心して暮らせ
る、そういう国に作り替えていきたい、そういう思いであり
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。

30
維新の会、全てに
おいて自民党に勝
利をいたしました

先ず、皆さんに、まあ、あの、お話したいのは、今や全国、
自民党の支持率が高い。 キョネン＊行われた衆議院の選挙で
も、自民党は単独で賛成多数です。 圧倒的な指示を得まし
た。 この参議院の選挙でも、皆さんご承知の通り、今、自民
党は高い支持率を得ております。  でも、皆さん、衆議院の
選挙のときに東京から見ていただて、あれと、大阪はなぜか
しら我々が候補を出した15の選挙区で、我々、維新の会、全
てにおいて自民党に勝利をいたしました。 小選挙区、そし
て、立憲民主党の、あの、強い強いと言われた辻元清美さん
にも、勝利をさせていただきました。 全国で自民党が強いん
だけど、なぜ大阪が、大阪だけが自民党に維新の会、勝利で
きるのか。 それは、この10年間やってきた大阪の改革が間
違いではなかったということを、皆さんに認識をいただいた
からなんです。

[31]「ちょびっ
とだけましだ

ねっていう判断
で、我々に支援
をしてくれた」
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。

31

ちょびっとだけま
しだねっていう判
断で、我々に支援
をしてくれた

我々は大阪でスタートをしたんで、まだまだ全国で改革をす
る勢力にはいたってませんが、改革、改革って簡単に言いま
すけども、これ10年ぐらいかかりますよ。 その結果、ま
あ、あれだけ全国では高い支持率を誇る自民党に、大阪で勝
利させていただいた。 ソレデ＊、選挙に魔法の杖はありませ
ん。 ソレハネエ＊、こうやれば必ず勝てるなんていうことが
あれば、ソリャ＊どの政党も、その候補者も一生懸命そうい
うことをやるんでしょうが、魔法の杖はないなかで、なぜ大
阪で地方政党だった我々、維新の会が自民党に全ての選挙区
で勝つことができたか。 簡単なことなんです。 我々の維新
の会っていうのは、あたりまえのことですけども、皆さんに
選挙で申し上げた公約。 この公約に対して、自分達の身分、
こういうものをこういうものにしがみつくことなく、その公
約を実行をしてマイルデス＊。 そして、大阪において納税者
が納得をできるように、税金の使い方を見直してきた。 その
ことが大阪府民の皆さんが、あ、自民党よりちょびっとだけ
ましだねっていう判断で、我々に支援をしてくれたというこ
となんです。

[32]「見直そう
と言ってるだけ
なのに、今自民
党から共産党ま
で、これはもう
スルー」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

見直そうと言って
るだけなのに、今
自民党から共産党
まで、これはもう
スルー

そして、この改革は全国で通用することなんです。 当たり前
のことです。 選挙になれば、まず第一に全ての候補者、こう
言うんです。 納税者の皆さん、国民の皆さん、皆さんと同じ
目線で税金の使い方、見直しましょ。 皆さんに寄り添った政
治をやりますよ。 これが自民党から共産党まで、みんな同じ
ことを言う、まあ、キャッチフレーズなんですけども。  
【自分】皆さん、このキャッチフレーズでおかしいねと、
今。 永田町、霞が関では、皆さんと全く目線が違う国会議員
の特別優遇された経費の問題、先程オトキタくんが言ってま
したけども、毎月100万円机の上にポンなんていう経費は民
間ではありません。  
【自分】そうだ＊。  
【自分】だから、それを、それを我々見直そうと言ってるだ
けなのに、今自民党から共産党まで、これはもうスルーした
状況。

[29]「安全で安
心して暮らせ

る、そういう国
に作り替えてい
きたい」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
それぐらいの力の
ある大阪に作り変
えようよ

そして、我々は大阪において、ひどい財政状況でしたから、
今から10年前、そら東京はね、どんど、今財政、東京はね、
日本で唯一の不交付団体、東京はどんどん税収が上がって、
国から交付税をもらわなくてもやりくりができる、そして東
京の皆さんがご苦労して稼いでいただいた、その税金が全国
に回ってる、そして大阪もその恩恵にふけてた。 でも、それ
では日本の国が、これから持続可能な国としては、全く力不
足なんです。 東京だけにね、東京だけ、きょ、東京の人だけ
に頼って、東京の税収で全国がなんとか持ちこたえるなんて
言うのは、東京の皆さんにおんぶにだっこで、これは申し訳
ない。 だから、大阪も、やはり昔、昭和の時代、1970年代
は、東京と肩を並べた、睨んでると言われた時代あったんだ
から。 ちょっと頑張って、東京の負担を少しでも肩代わりで
きる、それぐらいの力のある大阪に作り変えようよ、いうこ
とでスタートをいたしました。

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。

34
まず役所を動かす
側の政治家、我々
です

ただ、その頃は自民党、そして当時の民主党、公明党が、も
うヤゴウ＊談合で、もう馴れ合いもたれ合いで政治やって
て、結局内向きのお金ばっかり使ってる。 役所の中にいる人
ばっかりにて、そして、一部の＊にばっかりにそういう税金
が流れてる。  これはだめだよね、要は役所の構造改革、そ
して、補助金の出し方、それの考え方を見直していく、その
ためには役人の意識を変えていく、これが1番重要なポイン
トだったから、まず役所を動かす側の政治家、我々です。 当
時のハシモトトオルさん、そして僕、そして今は知事になっ
てるヨシムラさん、そういう人達が2011年集まって、選挙で
勝って、維新の会が大阪で行政を運営する力をいただきまし
た。

[33]「それぐら
いの力のある大
阪に作り変えよ
うよ」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。

35
税金の使い方見直
していきましたよ

えー、その中で1番最初にやったのは、政治家の義分の話な
んです。 当時の大阪府議会議員、市議会議員、あまりにも高
い給料もらってた。 民間から見たら、ちょっともらいすぎよ
ね、今の国会議員そうなんですけど。 だから、まずは政治家
が覚悟を示すことで、役所の意識を変えてきた。 そうするこ
とで、役所はピリッとしましたよ。 税金の使い方見直してい
きましたよ。

[34]「まず役所
を動かす側の政
治家、我々で

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。

36
グッと筋肉質な役
所に作り変えま
しょうよ

まずは、議員定数の削減、2割カットです。 そして、報酬3
割カットです。 もちろんそういう地方議員に、今の国会議員
の文通費なんていう、そういう掴み金みたいなものはもとも
とありません。  えー、その中でも、まずは政治家が、ま
ず、みず、自分達の身分にメスを入れて、もらいすぎ、優遇
されすぎのところちょっと削って、役人に、我々も政治家と
して、やっぱり覚悟しますから、皆申し訳ないけど、一生懸
命働いてるところ、もう少しね、メタボな役所のとこが多す
ぎるんです。 それをグッと筋肉質な役所に作り変えましょう
よ。 一部の天下り団体に流れてる補助金、これもさまざま
な。

[35]「税金の使
い方見直してい
きましたよ」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。

37

行政サービスを拡
充するだけ、ため
の財源が枯渇して
た

【自分】団体、役所の代わりに仕事してくれてるところもあ
る。 でもそれも今までは運営費補助だから、運営費補助する
と、人間て弱いもんだからね、どんどんそういう団体に人が
増えて、運営費がどんどん上がっていってしまう。 そういう
ところに税金がどんどん流れてるんで、一般の人たち、府
民、市民に対して行政サービスを拡充するだけ、ための財源
が枯渇してた。

[38]「改革で生
み出した財源

で、これ、これ
らのサービスを
拡充してます」
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。

38

改革で生み出した
財源で、これ、こ
れらのサービスを
拡充してます

だ、これをガラッと見直すと、元々都市ですからね、大阪
も。  ガラッ、ガラッと見直していって、税金の使い方、内
向きで既得権の多い流れることやめると、財源が生まれまし
た、その財源を使って全国に先駆けて、私立高校の無償化、
そして今僕大阪市長なんですけれども、やっぱりコロナにお
いて今子育て世帯の負担が、やっぱり、こ、おも、重くなっ
てきて。 だから、もう2年前から大阪市においては、小中学
校の給食費、これ大きな負担なるんですよ。 大体子供1人当
たりいると、この給食費が月4500円、1年間で1人5万円ぐら
い給食費掛かる。 2人いると10万円ですから。 もう2年前か
ら大阪は給食費無償です。 所得制限なし。 これで60億お金
要るけども、改革で生み出した財源で、これ、これらのサー
ビスを拡充してます。

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。



39
電気料金が上がっ
て、本当に家計を
圧迫してる

それから今この夏、皆さん電気料金が上がって、本当に家計
を圧迫してる。 だから我々維新の会とすると、今回の通常国
会からね、通常国会の2月、2月に僕は大阪市長ですから、住
民の声がすぐ届きます。 その声の、い、声の、あ、住民の声
の大きな部分で、やっぱり電気代が上がって仕方がない、去
年から原油が上がってますから、電気代上がって仕方がない
よ、マツイさん、何とかしてよっていうのが、そのまま声と
して僕のところに届いてます。 だから国会議員に言ったんで
す。

[40]「今やって
はくれておりま
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。

40
今やってはくれて
おりません

あの震災からもう11年。 そしてこの11年間、国をあげて原
子力発電所は安全対策改善に向けた様々な取り組みをやって
きたんだから、イマフン＊だから、だから夏に向けて、2月
の話ですよ、夏に向けてこの原発を一定期間再稼働させて、
電力供給をしっかり守りましょう、それから電気代の値上
げ、これを抑えましょうよ、国会議員に僕が連絡して、維新
の会の国会議員なんだ、みんな揃って今の岸田総理、提案を
させてもらいました。 岸田総理は聞く耳はある。 だから、
うん、そういうことを、そういうところ問題点だね、聞いて
はいただいたけれども、結局皆さん、この夏の状況ですよ。  
今ポイント付与するから節電してくれっていうような話です
けど、家庭でも節電は今大変です。 これだけ暑い中、もっと
言うならば、町で仕事されてる方、お店を経営されてる方、
工場を経営されてる方、これはもうどうしても事業を継続す
るたぎ、限りは電力は必要なんですよ。 だから今年の2月の
時点に、そこを踏みきっていっといていただければね、今何
とかそれ間に合ったのに、今やってはくれておりません。

[41]「住民の声
がダイレクトに
あの永田町に届
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。

41
住民の声がダイレ
クトにあの永田町
に届きません

我々は既存の政党と何が違うか。 今の自民党から共産党ま
で、皆さん、何が違うかというと、昭和の時代の組織なんで
す。 国会議員がピラミッドの天井にいて、そのピラミッドの
下に地方議員がいて、都道府県議会議員がいて、市町村議員
がいる。 だから下から上に意見が届くのに非常に時間掛かっ
て、住民の声がダイレクトにあの永田町に届きません。 維新
の会は令和型のせい。  
【自分】とうです。 僕は国会議員やったことないんだから。

[42]「スピード
感持って、まあ
素早く動いてく
れません」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。

42
スピード感持っ
て、まあ素早く動
いてくれません

でも、維新の会、えー、2010年に、12年に初めてこの維新
の会を結党しまして、当時は代表はイシハラシンタロウさ
ん、御大ですよ。 で、共同代表ハシモトさん。 で、僕が幹
事長です。 我々の政党っちゅうのは、横につながる＊型の政
党です。 上下じゃないんです、上下じゃないから、僕は市民
の声の一番近いところで仕事してるから、市民の皆さんが今
本当に困ってるところ、ダイレクトに聞いてそのままダイレ
クトに国会議員に伝えます。 その形で、えー、速やかにね、
今国がやらなければならないことを、あの霞が関に届けるこ
とができるけど、その届けたところで、行政を運営する側の
自民党がやっぱり緩み、たるみ、あまりにも強いから、おご
り、まあね、スピード感持って、まあ素早く動いてくれませ
ん。

[44]「自民党と
真正面からやり
合える、そうい
う野党の役割を
我々にやらせ

て」についての
理由・ニーズ

43

自民党をぴりっと
させられる、そう
いう野党の存在が
今必要

これから当面の間は自民党が政権を持ちます。 衆議院であれ
だけの数があるわけだから。 自民党が当面政権を持つけど、
自民党にやっぱりピリッとさせられる、自民党がちょっと税
金の使い方、行政運営、ちょっとおかしいね、このままじゃ
世の中の人にやっぱりちょっと否定されるよね、認めてもら
えないよね、自民党をぴりっとさせられる、そういう野党の
存在が今必要なんです。

[44]「自民党と
真正面からやり
合える、そうい
う野党の役割を
我々にやらせ

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

自民党と真正面か
らやり合える、そ
ういう野党の役割
を我々にやらせて

皆さん、今、野党第一党は立憲民主党さんです。 立憲民主党
さんは、政権を取ったことがあります。 政権を取ったことが
あるけども、皆さん、今、野党の第一党で、ここも緩んでる
んじゃないですか。 何でも反対、それからパフォーマンス的
な行為をする。 そうじゃなくて、本当に国民の声をダイレク
トに伝えられて、自民党と真正面からやり合える、そういう
野党の役割を我々にやらせていただきたいです。

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。

45
行政の運営してる
という経験があり
ます

で、我々なぜできるか、まず我々は立憲さんと違って行政の
運営してるという経験があります。 国は100兆円予算編成し
ますけど、僕は知事と市長と、知事として、市長として、毎
年4兆円の予算編成もやってきたし、何万人の規模の役所を
動かしてきた10年が、我々の経験値としてあるわけです。

[46]「自分たち
でやれることは
すぐに実行す

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。



46
自分たちでやれる
ことはすぐに実行
する

そして、我々が大阪で支持されてる、冒頭にもお話して、繰
り返しになりますけど、約束したことは、これは自分たちで
やれることはすぐに実行するというところなんです。

[47]「我々は10
年間約束をした
ことやってき

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。

47
我々は10年間約束
をしたことやって
きた

皆さん、選挙っていうのは、政策を選択していただくのが選
挙なんです。 でも皆さん、政策というのは、今の政策だけ
じゃないんです。 これまでこの国では、もうこの10年間で8
回の国政選挙が行われているんです。 以前の国政選挙のとき
に、その時、それぞれの人が約束をした事、皆さん思い出し
てもらいたい。 その約束をしたこと、やってますか？ 我々
は10年間約束をしたことやってきたから、大阪においては自
民党と勝負をさせていただけて、そして衆議院の選挙で全て
の選挙区で勝たせてもらえる、そういう支持をいただいてま
す。

[48]「そこを判
断基準としてい
ただきたい」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。

48
そこを判断基準と
していただきたい

皆さん、今の立憲民主党の皆さん、野党第一党ですけど、皆
さんね、今、岸田総理に対して、立憲民主党のイズミさんも
それはね、＊っていってますよ。 岸田さん、憲法改正、今必
要ないじゃないか。 なぜそんな憲法改正の議論を急ぐんだ、
言ってるんですけど、皆さんちょっと思い出していただいた
ら、イズミさんて、2017年の選挙で、えー、この東京の、東
京の皆さんもご存知だと思うけど、都知事の小池さんを。  
【自分】トップとした、希望の党で選挙出てたんじゃないで
すか。 希望の党の時は、憲法改正促進派ですよ、一生懸命。 
ところが、今なったら何かまた全く違うことを言ってる。 選
挙っちゅうのは政策の選択ですから、今の政策だけでなく
て、今の国会議員、与野党幹部とも、もう何度も選挙やって
るんです。 その選挙のたんびに言ってること守ってきました
か？ そこを判断基準としていただきたい。

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。

49

言ったことを守っ
てきたっていうと
ころは自信があり
ます

僕はもう来年の4月で任期満了ですよ。  市長として、これで
政治家も一旦、え、政治家としてもう引退しますけど、この
10年間、言ったことを守ってきたっていうところは自信があ
ります。 だから大阪府民の皆さん、市民の皆さんに、100点
ではないけど、まあ頑張ってよということで、自民党に勝た
していただける、そういう力をいただいたわけです。

[50]「存在感の
ある政党となっ
てまいりまし

た」についての
理由・ニーズ

50
存在感のある政党
となってまいりま
した

今の日本は自民党が当面、行政運営してる、この自民党に本
気で掛かっていける、本気で対峙できる強い野党が必要です
けども、ね、あの、政策を横において数合わせの野合談合
で、いくら議員の数増やしたところで、そんなのはね、自民
党から相手にね、まともな相手には、再選相手にはなりませ
ん。 是非皆さんで、我々小さな小さな政党、地方の政党から
スタートして、今何とか国会においても少しは存在感のあ
る、せ、あの、そういう存在感のある政党となってまいりま
した。

[51]「エビサワ
さんに力をいた
だきたい」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。

51
エビサワさんに力
をいただきたい

この参議院の選挙で、とにかく野党第一党にしていただい
て、自民党と国会運営でも交渉をする、自民党と真正面から
ぶち当たれる、そういう力を我々に与えていただきたい。 そ
して、そのためにはこのエビサワさんに力をいただきたい。 
今そちらからもすごいヤジが飛んでます。 ヤジ飛ぶっていう
のは嫌われている。 嫌われることもありますよ。 我々そ
の、歯に衣着せぬよう、衣着せないような、も、問題点はず
ばずばいきますからね。 やっぱり反対の人も多い。 でもそ
ういう勢力にね、弱ってちゃ駄目なんです。 そういう勢力に
ひよってても駄目なんです。 我々はやるべきことはやってい
く。

[53]「このエビ
サワさんに、こ
の東京選挙区で
力を貸してやっ
てもらいたい」
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。

52
皆さんの口コミで
ね

そのために、エビサワさん、知名度がないんです、知名度
が。 名前が売れていないんです。 イシイさんはやっぱり
ね、女優だしキャスターやってたし、やっぱりね、名前売れ
てますよ。 だからイシイさんの方がね、結構ね、あの、小選
挙区じゃないのなんて、ちょっと間違われる時もあるんで
す。 でもエビサワさんはそれだけの知名度ありません。 今
日聞いていただいている皆さんの口コミ、最後もう今6番手
争いでぎりぎりのとこなんだ。 だから皆さんの口コミでね、
一度ね、維新の会、ま、我々は言ったことを守ってきたとこ
ろは自信ありますから。

[53]「このエビ
サワさんに、こ
の東京選挙区で
力を貸してやっ
てもらいたい」
についての理由

・ニーズ



53

このエビサワさん
に、この東京選挙
区で力を貸して
やってもらいたい

このエビサワさんに、この東京選挙区で力を貸してやっても
らいたい。 そして、比例はイシイミツコさん、知名度もある
し、ま、そこそこね、年齢も重ねてきて経験もあるし、年齢
の割にはもう全然元気だし、これからね、もうあと10年20年
働けますよ。 だから、エビサワ、イシイと、皆さん、1枚目
はエビサワ、2枚目にイシイというかたちで、是非皆さんの
支援の輪を広げてください。 よろしくお願いします。 あり
がとうございます。 わざわざ立ち止まっていただいてね、聞
いていただいて、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。 ありがと
う。 ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。

[54]「1枚目の
投票用紙、東京
の選挙区はエビ
サワユキ」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
1枚目の投票用
紙、東京の選挙区
はエビサワユキ

ただ今訴えさせていただきましたのは、日本維新の会、私た
ちのリーダー、マツイイチロウ、マツイイチロウよりお訴え
をさせていただきました。 選挙戦も中盤戦に入ってまいりま
した。 どうか皆様、自民党に代わるもう一つの改革勢力、日
本維新の会にご支援をよろしくお願い申し上げます。 1枚目
の投票用紙、東京の選挙区はエビサワユキ、エビサワユキ
と、2枚目の投票用紙、全国比例区はイシイミツコ、イシイ
ミツコをはじめとする日本維新の会の候補者たちに投票いた
だきますよう、よろしくお願い申し上げまして、目黒駅前で
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。 日本維新の会
でございました。 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。

55 お写真もどんどん
拡散してください

【自分】期日前投票で始まっておりますので、今マツイイチ
ロウ代表、ありがとうございます、お写真もどんどん拡散し
てください。 え、日本維新の会マツイイチロウ、今回の参院
選が代表として、政治家として戦う最後の戦いになります。 
マツイイチロウ、お写真撮ったらSNSに。

[54]「1枚目の
投票用紙、東京
の選挙区はエビ
サワユキ」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。


