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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

77%

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 今年度の予算の予備費、これをす

ぐに使って物価対策をやる

◎ 適切な情報量
2 現場の皆さんからの期待を訴えた

ことを結果でお戻しをする あなた側の話量は41分が適切と判定されました

3 防衛力シンニ＊必要なものを公明
党は強めていきたい

聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4 カナガワ選挙区で立候補した、ミウラ
ノブヒロ＊を、勝たせていただきたい

5 その仕事をなんとしてもやらせていた
だきたい

6 日本を本当に前へ進められる人は、三浦信宏
しかおりません

7 しっかりやりますから、どうか、与党に、公
明党に、お力を与えていただきたい

8 認知症基本ホウ＊、公明党が提案しています

9 給付型奨学金制度、大学に行くことを諦める
人を無くしたい

10 多くの皆様の生活費の中で、重たいと思って
るところを取り除いて

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）

21語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
7 CLOSED 皆さん、お力を貸して頂けませんでしょうか？



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　　 17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　19件
話順 説明の少ない話題　2件 話順 説明のある話題　17件

37 日本の未来、日本を前へ、公明党がやります 3
現場の皆さんからの期待を訴えたことを結果でお
戻しをする

45
日本を本当に前へ進められる人は、三浦信宏しか
おりません

6
給付型奨学金制度、大学に行くことを諦める人を
無くしたい

8
多くの皆様の生活費の中で、重たいと思ってると
ころを取り除いて

10
国会で皆さんと一緒に社会を変える挑戦、ぜひや
らせて

13 その仕事をなんとしてもやらせていただきたい

16
がん対策の仕事、是非ミウラノブヒロにやらせて
いただきたい

18
皆さんに安心を届けるがん対策の仕事、是非やら
せていただきたい

20
皆さんの将来の安心を手元に寄せる仕事、ミウラ
ノブヒロにやらせて

23
カナガワ選挙区で立候補した、ミウラノブヒロ＊
を、勝たせていただきたい

27
今年度の予算の予備費、これをすぐに使って物価
対策をやる



32
しっかりやりますから、どうか、与党に、公明党
に、お力を与えていただきたい

33 今の消費税は、社会保障に使われてる

35
ら継続的に賃金が上がるように手を打っていきた
い

38
公明党は子育て応援トータルプランとして、年末
までに発表したい

41 認知症基本ホウ＊、公明党が提案しています

42
防衛力シンニ＊必要なものを公明党は強めていき
たい

47 どうか勝たせて下さい、おしあげて下さい



【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　　 17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
現場の皆さんからの期待を訴えたことを
結果でお戻しをする

政治に携わる者、現場の皆さんからの期待を訴えたこ
とを結果でお戻しをする、それが責任だとの思いで、
徹底的にがむしゃらに仕事をさせていただきました。 
現場の皆さんからいただいた子育てにお金がかかる日
本を変...

↓

2→ 具体的説明
二期目に挑戦をさせていただきます公明
党公認、自由民主党様から推薦を頂戴

それではただ今より、ミウラノブヒロ、第一声街頭演
説会を開催させていただきます。 司会を務めさせてい
ただきます参議院議員のササキサヤカでございます。 
どうぞよろしくお願い致します。 大変多くの皆様にお
集まりをいただきました。 お待たせを致しました。 
いよいよこの熱い戦い、全力で戦ってまいりいます。 
その決意を皆様にお聞きいただきたいと思います。  
それでは、公明党公認、自由民主党推薦、この度の参
議院...

4→ 具体的説明
返済のいらない給付型奨学金制度の導入
を、皆さんと一緒に実現

皆様のおかげで、幼児教育保育の無償化、そして、ほ
とんどの方が高校に行く、二人に一人が神奈川では。  
話者A：＊、私立高校に行く、その、私立高校の授業
料の実質無償化。 また、返済のいらない給付型奨学金
制度の導入を、皆さんと一緒に実現をさせて頂くこと
ができました。 本当にありがとうございます。...

- -

6 説明のある話題
給付型奨学金制度、大学に行くことを諦
める人を無くしたい

私は、まず、国会に戻らして頂いて、やらして頂きた
いことがあります。 それは、誰一人取り残さない社会
のミチスジ＊として、給付型奨学金制度、大学に行く
ことを諦める人を無くしたい。 その思いで、道を開か
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

↓

5→ 具体的説明
私の、政治信条は、誰一人取り残さない
社会を作り上げる

私の、政治信条は、誰一人取り残さない社会を作り上
げる。 命が守られる政治。 そして、政治は結果であ
る。 その、信念の挑戦を、現場の声を、皆さんと一緒
になって、政治のど真ん中に届け、この厳しい、混迷
をキワメル＊社会だからこそ、なんとしても、再び国
会に送り戻して頂いて、社会を前に進め、不安を希望
に変える挑戦。 ぜひ、皆さん、ミウラノブヒロに託し
て頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げま
す。...

- -

8 説明のある話題
多くの皆様の生活費の中で、重たいと
思ってるところを取り除いて

今では、新料金プランに乗り換えられた方は、4人に1
人であります。 まさに、物価高騰する前の段階で、通
信費を抑えて、家計のダメージを事前に小さくすると
いうことも、できました。 さらに、多くの皆様の生活
費...

←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

↓

7→ 具体的説明
これは、大切だ、やろうと決めて頂い
て、一緒に実現をさせて

皆さん、お力を貸して頂けませんでしょうか？ ありが
とうございます。 その上で、皆さんから頂いた声が、
社会を動かせるということの結果をお届けすることが
できました。  携帯電話の通信料が高すぎる。 これ
が、今の通信の社会にあって、全国青年局長として、
多くの皆さんから、全国から頂いた声でありました。 
これを、真正面に受け止めて、そして、スガ前総理大
臣に何度も要望させて頂いて、これは、大切だ、やろ
うと決め...

- -

10 説明のある話題
国会で皆さんと一緒に社会を変える挑
戦、ぜひやらせて

現場第一主義として再び国会で皆さんと一緒に社会を
変える挑戦、ぜひやらせていただきたいと思います。 
皆さんどうか力を貸してください、よろしくお願い申
し上げます。...

←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

↓



9→ 具体的説明
皆さんからいただいた声が政治も社会も
動かせます

また、多くの若い世代から、なかなか声を上げられな
いけれども、やってもらいたいという声がありまし
た。 それは、不妊治療の保険適応。 なんとしても、
この実現をさせてほしいという声でありました。 なか
なか、その声を届ける先がなかった。 言うのもはか
ば、はばかれたということがありました。 しかし、
ユーストークミーティングという、若手の懇談会の中
で、勇気を持って、声を出して頂いた皆様の声が、政
治のど真ん中に...

- -

13 説明のある話題
その仕事をなんとしてもやらせていただ
きたい

その議論が参議院選挙のあとにあります。 なんとして
も国会に送り戻していただいて参画をさせていただき
たいと思います。 私は自分の卒業生がどういう仕事を
するかということを学生さんと一緒になって訓練の現
場に...

←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

↓

12→ 具体的説明
どの国会議員の皆さんよりも私が責任を
果たしていかなければならない

しかし、この厳しい安全保障環境の中だからこそ絶対
にその彼らが戦争に巻き込まれて命を落したり血を流
すことになる事は絶対に避けなければいけないという
のはどの国会議員の皆さんよりも私が責任を果たして
いかなければならないのであります。 今後この現下の
厳しい安全保障環境の中で皆さんの不安を取り除くた
めに国の方針も変えていかなければなりません。...

14→ 具体的説明 外交安全保障の仕事、任せてください

国会議員の皆さんたくさんおられますが、防衛大学校
で卒業生を自分の命だと思って育ててきたのはミウラ
ノブヒロ以外におりません。 どうか外交安全保障の仕
事、任せてください、よろしくお願い申し上げます。 
その上で、お1人お1人の命が守られなければならな
い。 一貫して国会の中でがん対策に取り組んでまいり
ました。...

- -

16 説明のある話題
がん対策の仕事、是非ミウラノブヒロに
やらせていただきたい

先日、私を応援をしていただいた壮年の方が、がんの
闘病の末に亡くなられました。 その時に、残された奥
様に託していただいたことは、ミウラノブヒロががん
対策一生懸命やっている、きっと彼が仕事ができれば
苦労を...

←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

↓

15 → 具体的説明 がんを克服できる社会を作り上げたい

話者A：2人に1人がかかり、3人に1人が命を落とすと
いう、身近で本当に心配になるのががんという病であ
ります。 だからこそがんを克服できる社会を作り上げ
たい。 その思いで力を注いでまいりました。 がんの
治療は色々ありますが、やはり何かの治療をすると生
活をあきらめなければいけない、これが実態でありま
す。...

- -

18 説明のある話題
皆さんに安心を届けるがん対策の仕事、
是非やらせていただきたい

研究者、技術者にお金を渡す、そして企業の皆さんあ
と頑張ってねは、これは皆さんの命を救うことになら
ない場合があります。 政治をしっかりと、政治がバッ
クアップをして、先頭に立って実現をするまで責任を
果たす...

←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

↓

17→ 具体的説明
国が前面に立ってやってもらいたいと国
会で訴えさせて

そのうえで、工学と医学をつないで、その技術で生活
と治療の両立をはかることができれば、かかっても治
る社会の一歩を進み出すことができます。 私は、新し
い治療薬を国の方針としてラジオアイソトープという
物質を使って、生活と治療の両立をはかることができ
る、これをきちっと国が前面に立ってやってもらいた
いと国会で訴えさせていただきました。  これを受け
止めていただいて、政府はこれを国の方針として成し
遂げるという...

- -

20 説明のある話題
皆さんの将来の安心を手元に寄せる仕
事、ミウラノブヒロにやらせて

何としても皆さんの将来の安心を手元に寄せる仕事、
ミウラノブヒロにやらせてください。 厳しい戦いでは
あります。 しかし、何としても仕事をさせていただい
て、皆さんに希望を届ける、これを託していただきた
いん...

←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

↓

19→ 具体的説明
その仕事を是非国会でやらせていただき
たい

コロナの中でワクチンも海外製、半導体も海外製、手
に入らず生活にダメージがあります。 これを何として
も取り返していかなければなりません。 今こそ日本を
成長軌道に乗せて賃上げをしていくためには、売れる
ものも作る、技術を磨く、そして技術を手に入れる、
このために政治が強力にバックアップをしなければな
りません。 その仕事を是非国会でやらせていただきた
いんです。...

- -



23 説明のある話題
カナガワ選挙区で立候補した、ミウラノ
ブヒロ＊を、勝たせていただきたい

今、政治に求められるのは、なんといっても、国民の
皆さんの不安をなくすこと、かわって、安心をお届け
することであります、さらに、人をはぐくみ、希望を
作り出すこと、これが、求められているんです。 それ
が、で...

←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

↓

22 → 具体的説明
先行きに、不安が広がっているというの
が、現状

皆さまには、18日間、大変にお騒がせをし、ご苦労お
かけいたしますけれども、どうか公明党、そして、カ
ナガワ選挙区のミウラノブヒロ＊、よろしくお願い申
し上げます。 昨年の選挙が終わって、まだ、1年たっ
ておりません、しかし、今、日本はコロナ禍、そし
て、うく、ウクライナ情勢、これが世界をゆるがさ、
揺るがす中にあります、国内を見ても、その影響を受
けて、物価高、円安が追い打ちをかけル＊、さらに、
人口減少、少子...

24→ 具体的説明
力を合わせて、なんとしても、議席を勝
ち取りたい

ミウラノブヒロ＊、1期6年、皆さんに支えられて、大
きな実績を作らさせていただくことができました、今
回は、2期目の挑戦であります、そして、自由民主党
からも、推薦をいただきました、力を合わせて、なん
としても、議席を勝ち取りたい、しかし、この、カナ
ガワ選挙区は、もう、全国屈指の大激戦区でありま
す、本来、任期6年の定数が、4つありますけれども、
任期3年の定数が、1、一緒に選挙が行われる、しか
し、もう、1の...

- -

27 説明のある話題
今年度の予算の予備費、これをすぐに
使って物価対策をやる

私自身が観光バスの会社、あるいはイチゴを栽培する
温室栽培する農家、色々現場に行ってやっぱり生の声
を見るのは大事だなと実感をしてまいりました。 そう
いう事を政府に2回にわたって緊急提言をして、その
ほとん...

←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

↓

26→ 具体的説明
公明党はいち早く、全国の、で、国民生
活総点検運動を展開

だからこそ公明党はいち早く、全国の、で、国民生活
総点検運動を展開をして皆様の声を、切実な声をいた
だきました。 何と4300件を超える声をいただいた。 
47の団体からもヒアリングをいたしました、実情を聞
きました。...

28 → 具体的説明
小売りに至る所が値上がりしないように
した

今、急激に上がってるのはエネルギーの所と食料品の
所です。 元を足す事が大事なんです。 だからエネル
ギーの所は石油元売り会社に補助金を出して、そこか
ら流れて小売りに至る所が値上がりしないようにし
た。 上限を決めて、これぐらいの値段を目安にという
事で対応しました。 今現在の所を言いますと、何もや
らなければガソリン1リットルあたり210円を超える
状況であります。 しかしこの公明党、政府与党でとっ
た措置に...

29→ 具体的説明
補助をして、急な値上がりを防ぐ、そう
いう対応措置をとる

そして食料品であります。 パンやうどん、小麦が原料
ですね。 この値段は輸入する小麦の値段を政府が決め
ます。 年に2回、4月と10月なんです。 4月分はもう
決めました。 さすがに値上がり圧力が強いですから
17.3パーセント上がりましたけども、9月までこれは
据え置きです。 これ以上、上がりません。 安心して
ください。 そして現に、この小麦の値段がこれから上
がって大変だ、どんどん小麦粉やおだん、うどんが...

30→ 具体的説明
政府から、さらに地方創生臨時交付金を
お配りしたい

そして、私たち身近なところも手を打ったんです。 地
方創生臨時交付金を自治体に1兆円お配りしました。 
神奈川県にも、横浜市にも、川崎市にも、相模原市に
も、その他の市町村にもお配りしました。 これで、公
明党のネットワークを活かして、例えば、食材が上
がってるから学校給食の費用が上がらないように、こ
れを実行しました。 また、水道料金は自治体で決めま
すので、こうした水道料金を始めとする公共料金も、
上がらない...

- -

32 説明のある話題

しっかりやりますから、どうか、与党
に、公明党に、お力を与えていただきた
い

地方創生臨時交付金、もっとやれ、こうやってキシダ
さんに、もっと丁寧なお言葉で、お願いをさせていた
だきました。 しっかりやりますから、どうか、与党
に、公明党に、お力を与えていただきたいと思いま
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 →
記憶に残す要素
（客観・デー

タ）

予備費を、5.5兆円確保した、これを一
貫してやり抜いたのは公明党

だけどそう言うと、お金はあるのかって、皆さん疑問
に思うでしょう。 用意したんですよ、補正予算で、公
明党が、この予備費を、5.5兆円確保した、これを一
貫してやり抜いたのは公明党であります。 だけど国会
終わっちゃいましたから、ね、これからしばらく国会
開けません。 物事決めるためには政府がしっかりやら
なければいけない。 そのために、補正予算で予備費を
用意したんです。 政府はしっかりやれよ、公明党から
言い...

- -



33 説明のある話題 今の消費税は、社会保障に使われてる

まあ野党の皆さんは消費税をね、下げろって言ってま
すけども、しかし今の消費税は、社会保障に使われて
るんです。 年金のクセ年金の半分は、この消費税で
す。 そして、介護の保険料を上がりすぎないようにす
るとこ...

←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
借金をして、消費税を下げろ、これは、
矛盾をしてる

昨日党首討論がありましたので、立憲民主党のイズミ
代表に私はお伺いしました。 消費税を、おお引き下げ
るって言ってるけれども、社会保障に現に使われてる
のに、この代わりの財源をどうするんですか、こう聞
きましたら、国債を発行する、こう言うんですね。 だ
けども、イズミさんが、前に民主党にいた時、我々に
言ってきたでしょう。 国債を発行して、将来にツケを
回すのはもうやめよう、社会保障ずっと長く支えてい
くためには...

- -

35 説明のある話題
ら継続的に賃金が上がるように手を打っ
ていきたい

で、野党の皆さんね、消費税下げて、いつからやるん
ですかって聞いたら、この法律を改正をして、来年の
4月からやりたいって、こう言うんですよ。 今物価が
上がっているのに、来年4月からやる予定ですと言わ
れても...

←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

↓

36→ 具体的説明 最低賃金を引き上げます

また、最低賃金を引き上げます。 これからやります
よ。 そうするとアルバイトやパートの方にも、その影
響が、あー、良い方へ及んでいきます。 そして、継続
的にやるためには、毎年労働者と経営者の代表が話し
合いますけど、最近は政府もその中に入って話し合っ
ています。 ここだけでは、色々な言い分がぶつかりま
す。 だから公明党は、学者さんとかエコノミストと
か、こういう専門家を入れて中立的な第三者の委員会
を作りなさ...

- -

37
説明の少ない話

題
日本の未来、日本を前へ、公明党がやり
ます

そして、これからの時代はデジタル化と脱炭素化であ
りますから、ここのニチロ＊研究開発、そして新しい
仕事そして新しい働き方、これを、お、どんどん生み
出していきたい。 よし、勉強してその分野で、今まで
違うこ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

38 説明のある話題
公明党は子育て応援トータルプランとし
て、年末までに発表したい

これからの長い未来を考えた時には、人を育てるとい
うことが大切であります。  子育て教育は、もう、国
の戦略として国家の大きな仕事として進めていかなけ
ればなりません。 その具体策を公明党は子育て応援
トータ...

←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

↓

39→ 具体的説明
出産育児一時金大幅な増額、やり抜いて
参りたい

昨日も党首討論で出産育児一時金、公明党が1994年
にこれを提案して作った。 当時は30万円でした。 今
42万円まで上がりました。 しかし横浜や東京の、
おー、現状は50万円を超えています。 だから、この
基本的にかかる費用は、もう、無償化していくべき
だ、そういう考え方に立って現状にちゃんと追いつく
ように大幅な増額をやるべきだ。 公明党は50万円を
目指すべきだ。 こう提案をして参りました。 キシダ
総理に...

- -

41 説明のある話題
認知症基本ホウ＊、公明党が提案してい
ます

それに応えて、今、提案をしているのが、認知症基本
法を作るべきということであります。 この法律を作っ
てどんな仕事がやれるのか、やるべきなのか。 相談す
るにはどこにどう、おー、場所を設けたらいいか。 そ
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

↓

40→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

高校3年生までの医療費無償化も進めて
いきたい

高校生の医療費無料化、まだ全国見るとバラバラなん
ですね。 え、東京は少し頑張って今やろうとしていま
す。 えー、神奈川県も全国もそれに追いついてやれる
ように、国としてこの高校3年生までの医療費無償化
も進めていきたいと思います。 こういうことを重ね
て、子育て応援トータルプランやり抜きます。 高齢者
の皆さんの声が多かったのは、認知症を何とかしても
らいたい。  話者A：相談するところがない。 どんな
政策が...

- -

42 説明のある話題
防衛力シンニ＊必要なものを公明党は強
めていきたい

そして、日本の安全保障。 ウクライナのことを見る
と、人ごとじゃありません。 日本の周りでも、ミサイ
ルの発射を繰り返したり、いろんな船や飛行機が飛ん
できたり、国民の皆さん不安に思っています。 大事な
こと...

←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



↓

43→ 具体的説明
日米同盟の抑止力と、一緒に行動できる
対処力、これもしっかり

そして、日本とアメリカの同盟関係、日米同盟が肝心
です。 日本だけの力ではとても守り切れません。 ア
メリカとの同盟があるからこそ、世界の周りの国が、
ああやっぱり日米はしっかりしているなと、手出しは
できないなと、こう思うようになるわけであります。 
この日米同盟の抑止力と、一緒に行動できる対処力、
これもしっかり強化してまいりたいと思います。...

44 → 具体的説明
実績のある公明党、そして三浦信宏、共
にやらさせていただきたい

この防衛力、安全保障の力は、もう1つ大事なこと
は、外交の力なんです。 お互いに軍備を拡大する競争
をしていては、疲れてしまいます。 だから、緊張感が
高まって万が一のことが起きないように、対話で緊張
を和らげる。 不測の事態が起きないようにする。 そ
して、本来的には、共に協力して世界の平和と繁栄を
作っていく。 そういう道を作り出していかなければな
りません。 今、難しい部分はあったとしても、ぜひこ
の外交に...

- -

45
説明の少ない話

題
日本を本当に前へ進められる人は、三浦
信宏しかおりません

いよいよ18日間の選挙戦です。 三浦さんは、青年委
員長として携帯電話料金の引き下げの先頭に立って運
動しました。 管総理が公明党の皆さんの強い要望を受
けて、料金引き下げを決断しました。 そして、結果が
出...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

47 説明のある話題
どうか勝たせて下さい、おしあげて下さ
い

話者A：ミウラノブヒロ、ミウラノブヒロの応援に駆
けつけました、公明党ヤマグチナツオ代表より、おお
伝えをさせて頂きました。 ミウラノブヒロ、ミウラノ
ブヒロ、未来を開く確かな力、ミウラノブヒロ、どう
か勝た...

←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

↓

46→ 具体的説明
カナガワ選挙区ミウラノブヒロ勝たせて
下さい

話者A：＊力で、ミウラノブヒロ、ミウラノブヒロを
おしあげて頂きます様に、勝たせて頂きます様に、心
からお願いを申し上げまして、第一声のご挨拶とさせ
て頂きます。 どうぞ皆さん、カナガワ選挙区ミウラノ
ブヒロ勝たせて下さい、宜しくお願い申し上げます、
ありがとうございました、ありがとうございました、
ありがとうございました。...

48→ 具体的説明
絶対なるご支援を何卒、何卒よろしくお
願い申し上げます

公明党公認、自由民主党推薦ミウラノブヒロ、18日間
の戦いここからスタートさせて頂きます、ありがとう
ございます、ありがとうございます、全力で戦って参
ります、どうか最後の最後まで絶対なるご支援を何
卒、何卒よろしくお願い申し上げます。 以上を持ちま
して、ミウラノブヒロ、第一声街頭演説会を終了させ
て頂きます。 大変多くの皆様にご声援を頂き、誠にあ
りがとうございました。  話者A：＊。  話者A：頑張
ります...

- -



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。
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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

多くの皆様にミウ
ラノブヒロの第一
声おキキ＊をいた
だきますよう

【自分】＊ます。 桜木町駅ご利用の皆様、またご近隣の皆様
には、しばらくの間お騒がせを致しますが、どうか熱い訴
え、耳をお貸しいただきますようにご協力のほどご理解のほ
ど何卒よろしくお願いを申し上げます。 まもなく10時30分
より、ミウラノブヒロ、公明党公認、自由民主党推薦、ミウ
ラノブヒロ街頭演説会第一声開催をさせていただきます。 ど
うか多くの皆様にお耳をお貸しいただきますようにお願い申
し上げます。 ミウラノブヒロ候補が皆様にご挨拶に＊いただ
いております。 ありがとうございます。 ありがとうござい
ます。 それでは時間となりました。  ただ今より、桜木町駅
前をお借りをいたしまして、参議院議員この参議院選挙、い
よいよ本日が公示でございます。 ここ神奈川県選挙区から
は、公明党公認、自由民主党推薦、ミウラノブヒロが二期目
の挑戦を致します。 どうかどうか皆様、多くの皆様にミウラ
ノブヒロの第一声おキキ＊をいただきますようにお願い申し
上げます。

[2]「二期目に挑
戦をさせていた
だきます公明党
公認、自由民主
党様から推薦を
頂戴」について
の具体的説明

2

二期目に挑戦をさ
せていただきます
公明党公認、自由
民主党様から推薦
を頂戴

それではただ今より、ミウラノブヒロ、第一声街頭演説会を
開催させていただきます。 司会を務めさせていただきます参
議院議員のササキサヤカでございます。 どうぞよろしくお願
い致します。 大変多くの皆様にお集まりをいただきました。 
お待たせを致しました。 いよいよこの熱い戦い、全力で戦っ
てまいりいます。 その決意を皆様にお聞きいただきたいと思
います。  それでは、公明党公認、自由民主党推薦、この度
の参議院選挙に二期目に立候補をさせていただきましたミウ
ラノブヒロ、ミウラノブヒロより皆様にオツタエ＊申し上げ
ます。  
【自分】桜木町駅前の皆様、こんにちは。 本日、参議院選挙
公示となりました。 先ほど無事に立候補届をさせていただき
ました。 二期目に挑戦をさせていただきます公明党公認、自
由民主党様から推薦を頂戴しておりますミウラノブヒロでご
ざいます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 2016年初
挑戦の際、皆様に押し上げていただいて、国会で仕事をさせ
ていただきました。

[3]「現場の皆さ
んからの期待を
訴えたことを結
果でお戻しをす
る」についての

具体的説明

3

現場の皆さんから
の期待を訴えたこ
とを結果でお戻し
をする

政治に携わる者、現場の皆さんからの期待を訴えたことを結
果でお戻しをする、それが責任だとの思いで、徹底的にがむ
しゃらに仕事をさせていただきました。 現場の皆さんからい
ただいた子育てにお金がかかる日本を変えてもらいたい、中
小小規模事業者守ってもらいたい、現場にこそ答えがあると
の思いで、先輩議員に様々ご指導いただきながら仕事をさせ
ていただきました。

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。

4

返済のいらない給
付型奨学金制度の
導入を、皆さんと
一緒に実現

皆様のおかげで、幼児教育保育の無償化、そして、ほとんど
の方が高校に行く、二人に一人が神奈川では。  
【自分】＊、私立高校に行く、その、私立高校の授業料の実
質無償化。 また、返済のいらない給付型奨学金制度の導入
を、皆さんと一緒に実現をさせて頂くことができました。 本
当にありがとうございます。

[3]「現場の皆さ
んからの期待を
訴えたことを結
果でお戻しをす
る」についての

具体的説明



5

私の、政治信条
は、誰一人取り残
さない社会を作り
上げる

私の、政治信条は、誰一人取り残さない社会を作り上げる。 
命が守られる政治。 そして、政治は結果である。 その、信
念の挑戦を、現場の声を、皆さんと一緒になって、政治のど
真ん中に届け、この厳しい、混迷をキワメル＊社会だからこ
そ、なんとしても、再び国会に送り戻して頂いて、社会を前
に進め、不安を希望に変える挑戦。 ぜひ、皆さん、ミウラノ
ブヒロに託して頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

[6]「給付型奨学
金制度、大学に
行くことを諦め
る人を無くした
い」についての

具体的説明

6

給付型奨学金制
度、大学に行くこ
とを諦める人を無
くしたい

私は、まず、国会に戻らして頂いて、やらして頂きたいこと
があります。 それは、誰一人取り残さない社会のミチスジ＊
として、給付型奨学金制度、大学に行くことを諦める人を無
くしたい。 その思いで、道を開かして頂きました。  しか
し、この、物価高騰の中で、そして、多くの、希望される
方々の、子育てをされている方々の希望に変わるように、返
済のいらない給付型奨学金制度を600万円程度までお届けを
して。 また、人材が足りないと言われている、理工系や、工
学系の皆さんのところに、頑張って下さい、みんなで支えて
いきますから、どうか思い切って頑張って下さいというメッ
セージを込めた、この、給付型奨学金制度をなんとしても実
現させて頂いて、皆さんの希望、人への投資を大きく一歩進
める仕事、ぜひやらせて頂きたいんです。

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。

7

これは、大切だ、
やろうと決めて頂
いて、一緒に実現
をさせて

皆さん、お力を貸して頂けませんでしょうか？ ありがとうご
ざいます。 その上で、皆さんから頂いた声が、社会を動かせ
るということの結果をお届けすることができました。  携帯
電話の通信料が高すぎる。 これが、今の通信の社会にあっ
て、全国青年局長として、多くの皆さんから、全国から頂い
た声でありました。 これを、真正面に受け止めて、そして、
スガ前総理大臣に何度も要望させて頂いて、これは、大切
だ、やろうと決めて頂いて、一緒に実現をさせて頂きまし
た。

[8]「多くの皆様
の生活費の中
で、重たいと

思ってるところ
を取り除いて」
についての具体

的説明

8

多くの皆様の生活
費の中で、重たい
と思ってるところ
を取り除いて

今では、新料金プランに乗り換えられた方は、4人に1人であ
ります。 まさに、物価高騰する前の段階で、通信費を抑え
て、家計のダメージを事前に小さくするということも、でき
ました。 さらに、多くの皆様の生活費の中で、重たいと思っ
てるところを取り除いて、安心して経済活動ができる社会を
作るために、さらに、前に進ませて頂きたいと思います。

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。

9
皆さんからいただ
いた声が政治も社
会も動かせます

また、多くの若い世代から、なかなか声を上げられないけれ
ども、やってもらいたいという声がありました。 それは、不
妊治療の保険適応。 なんとしても、この実現をさせてほしい
という声でありました。 なかなか、その声を届ける先がな
かった。 言うのもはかば、はばかれたということがありまし
た。 しかし、ユーストークミーティングという、若手の懇談
会の中で、勇気を持って、声を出して頂いた皆様の声が、政
治のど真ん中に届いて、昔の願いは、今の当たり前として、
皆さんの力で、保険適応を勝ち取らさせて頂くことができ
ま。  
【自分】ました。 しかし、まだまだ生活の最前線に乗り込ん
でいって皆さんからいただいた声が政治も社会も動かせま
す。 その挑戦がこの時代だからこそ必要であります。

[10]「国会で皆
さんと一緒に社
会を変える挑

戦、ぜひやらせ
て」についての

具体的説明

10

国会で皆さんと一
緒に社会を変える
挑戦、ぜひやらせ
て

現場第一主義として再び国会で皆さんと一緒に社会を変える
挑戦、ぜひやらせていただきたいと思います。 皆さんどうか
力を貸してください、よろしくお願い申し上げます。

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。

11 戦争をさせないた
めに居るんだ

私は国会に送っていただく前は横須賀市にあります防衛大学
校で18年間将来の幹部自衛官となる学生さんを育成する仕事
に携わらせていただきました。 自衛隊といっても人とのつな
がりであります。 学生さんと懇談や議論を重ねて、そして必
ず共有してきたものがあります。 それは、私たちの存在は戦
争するために居るのではない、戦争をさせないために居るん
だということです。 そして、人間力、人格、知力、体力をつ
けて、そして世界の方々と信頼と友好を結べるような力をつ
けていこうということを共有してまいりました。  ほとんど
の学生さんがその思いに答えて卒業をして、この今の今の瞬
間も幹部自衛官として国民の皆様の生命と財産を守る仕事に
就いております。 私にとって大変誇りなことでもあります
し、また尊敬もし感謝もしております。

[12]「どの国会
議員の皆さんよ
りも私が責任を
果たしていかな
ければならな

い」についての
具体的説明



12

どの国会議員の皆
さんよりも私が責
任を果たしていか
なければならない

しかし、この厳しい安全保障環境の中だからこそ絶対にその
彼らが戦争に巻き込まれて命を落したり血を流すことになる
事は絶対に避けなければいけないというのはどの国会議員の
皆さんよりも私が責任を果たしていかなければならないので
あります。 今後この現下の厳しい安全保障環境の中で皆さん
の不安を取り除くために国の方針も変えていかなければなり
ません。

[13]「その仕事
をなんとしても
やらせていただ
きたい」につい
ての具体的説明

13
その仕事をなんと
してもやらせてい
ただきたい

その議論が参議院選挙のあとにあります。 なんとしても国会
に送り戻していただいて参画をさせていただきたいと思いま
す。 私は自分の卒業生がどういう仕事をするかということを
学生さんと一緒になって訓練の現場に行ってきました。 硫黄
島に行って壕の中にも入りました。 尖閣諸島の上空でパト
ロールにあたっているあの飛行機の中にも乗せていただい
た。 航空自衛隊の練習機にも乗せていただいて、こんなに大
変なところで誰からも褒められることなく仕事をしているん
だ、そのことをきちっと細胞1つ1つに打ち込んでまいりまし
た。 であるならば、現実的、着実な防衛力整備、これまでの
知見を生かさせていただいて、単に予算を伸すということで
はなく必要なところに的確にやらなければいけません。 その
議論の中にぜひ戻していただいて、皆さんの不安を取り除
き、そしてその文書の先にある自分の卒業生を守り抜くこと
が皆様と共に平和を守ることに直結をする、その仕事をなん
としても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。

14
外交安全保障の仕
事、任せてくださ
い

国会議員の皆さんたくさんおられますが、防衛大学校で卒業
生を自分の命だと思って育ててきたのはミウラノブヒロ以外
におりません。 どうか外交安全保障の仕事、任せてくださ
い、よろしくお願い申し上げます。 その上で、お1人お1人
の命が守られなければならない。 一貫して国会の中でがん対
策に取り組んでまいりました。

[13]「その仕事
をなんとしても
やらせていただ
きたい」につい
ての具体的説明

15
がんを克服できる
社会を作り上げた
い

【自分】2人に1人がかかり、3人に1人が命を落とすという、
身近で本当に心配になるのががんという病であります。 だか
らこそがんを克服できる社会を作り上げたい。 その思いで力
を注いでまいりました。 がんの治療は色々ありますが、やは
り何かの治療をすると生活をあきらめなければいけない、こ
れが実態であります。

[16]「がん対策
の仕事、是非ミ
ウラノブヒロに
やらせていただ
きたい」につい
ての具体的説明

16

がん対策の仕事、
是非ミウラノブヒ
ロにやらせていた
だきたい

先日、私を応援をしていただいた壮年の方が、がんの闘病の
末に亡くなられました。 その時に、残された奥様に託してい
ただいたことは、ミウラノブヒロががん対策一生懸命やって
いる、きっと彼が仕事ができれば苦労を乗り越えてがんを克
服できる社会を作ってくれるはずだ、これが僕の遺言だから
託してくれと言われました。 何としてもこの思いを受けて仕
事で結果を出していかなければいけないんです。 だからがん
対策の仕事、是非ミウラノブヒロにやらせていただきたいん
です。 皆さん力を貸してください。 どうかよろしくお願い
申し上げます。

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。

17

国が前面に立って
やってもらいたい
と国会で訴えさせ
て

そのうえで、工学と医学をつないで、その技術で生活と治療
の両立をはかることができれば、かかっても治る社会の一歩
を進み出すことができます。 私は、新しい治療薬を国の方針
としてラジオアイソトープという物質を使って、生活と治療
の両立をはかることができる、これをきちっと国が前面に
立ってやってもらいたいと国会で訴えさせていただきまし
た。  これを受け止めていただいて、政府はこれを国の方針
として成し遂げるということを明言をしていただいて、一気
に世界から遅れているこの20年の技術を前に進めるというこ
とを、今勝ち取らさせていただくことができました。 こっか
らが勝負であります。

[18]「皆さんに
安心を届けるが
ん対策の仕事、
是非やらせてい
ただきたい」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

18

皆さんに安心を届
けるがん対策の仕
事、是非やらせて
いただきたい

研究者、技術者にお金を渡す、そして企業の皆さんあと頑
張ってねは、これは皆さんの命を救うことにならない場合が
あります。 政治をしっかりと、政治がバックアップをして、
先頭に立って実現をするまで責任を果たす、その先頭にミウ
ラノブヒロ、スタートラインに立たせていただいた責任を果
たして、皆さんに安心を届けるがん対策の仕事、是非やらせ
ていただきたいんです。 どうか皆さん、託してください。 
よろしくお願い申し上げます。

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
その仕事を是非国
会でやらせていた
だきたい

コロナの中でワクチンも海外製、半導体も海外製、手に入ら
ず生活にダメージがあります。 これを何としても取り返して
いかなければなりません。 今こそ日本を成長軌道に乗せて賃
上げをしていくためには、売れるものも作る、技術を磨く、
そして技術を手に入れる、このために政治が強力にバック
アップをしなければなりません。 その仕事を是非国会でやら
せていただきたいんです。

[20]「皆さんの
将来の安心を手
元に寄せる仕

事、ミウラノブ
ヒロにやらせ

て」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

20

皆さんの将来の安
心を手元に寄せる
仕事、ミウラノブ
ヒロにやらせて

何としても皆さんの将来の安心を手元に寄せる仕事、ミウラ
ノブヒロにやらせてください。 厳しい戦いではあります。 
しかし、何としても仕事をさせていただいて、皆さんに希望
を届ける、これを託していただきたいんです。 どうか勝たせ
てください。 押し上げてください。 皆さん、助けてくださ
い。 どうかよろしく、よろしくお願い申し上げます。 頑張
ります。 よろしくお願いします。

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。

21

800万票獲得し
て、7人の当選、
それ以上の当選
を、目指して

【自分】この度の参議院選挙、2期目に挑戦をさせていただ
きます、公明党公認、自由民主党推薦、ミウラノブヒロより
皆様にご挨拶を申し上げました。 どうか＊よろしくお願い申
し上げます。 本日は大変お忙しい中。  
【自分】ミツラノブヒロ＊候補の応援に、公明党ヤマグチナ
ツオ代表、ヤマグチナツオ代表が、サクラギチョウエキに、
駆けつけてくださいました。 それでは、公明党ヤマグチナツ
オ代表より、皆さまに、オツタエ＊させていただきます。  
【自分】サクラギチョウエキ前に、お集まりの皆さま、ま
た、ご利用の皆さま、おはようございます。  いよいよ、本
日から、参議院選挙スタートであります、この、公示日、今
日を入れて、むこう、18日間の選挙戦となります、公明党か
らは、全国で、7つの選挙区に立候補者を出しました、カナ
ガワの、ミウラノブヒロ＊をはじめ、7選挙区に立候補をい
たします、そして、比例区では、17名の候補を立てておりま
す。 まずは、公明党の目標として、この、7選挙区、全員当
選と、比例区では、800万票獲得して、7人の当選、それ以上
の当選を、目指してまいりたいと思います。

[22]「先行き
に、不安が広

がっているとい
うのが、現状」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

22
先行きに、不安が
広がっているとい
うのが、現状

皆さまには、18日間、大変にお騒がせをし、ご苦労おかけい
たしますけれども、どうか公明党、そして、カナガワ選挙区
のミウラノブヒロ＊、よろしくお願い申し上げます。 昨年の
選挙が終わって、まだ、1年たっておりません、しかし、
今、日本はコロナ禍、そして、うく、ウクライナ情勢、これ
が世界をゆるがさ、揺るがす中にあります、国内を見ても、
その影響を受けて、物価高、円安が追い打ちをかけル＊、さ
らに、人口減少、少子高齢化、また、格差拡大、これらが加
速しています、そして、先行きに、不安が広がっているとい
うのが、現状だと思います。

[23]「カナガワ
選挙区で立候補
した、ミウラノ
ブヒロ＊を、勝
たせていただき
たい」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

23

カナガワ選挙区で
立候補した、ミウ
ラノブヒロ＊を、
勝たせていただき
たい

今、政治に求められるのは、なんといっても、国民の皆さん
の不安をなくすこと、かわって、安心をお届けすることであ
ります、さらに、人をはぐくみ、希望を作り出すこと、これ
が、求められているんです。 それが、できるのは、責任を
持って、政策を実現し、実行し、そして、日本を前へ進める
ことができる政党、今回の選挙は、その政党、そして、政治
家は誰か、これを選んでいただく選挙であります、公明党
は、経済立て直し、そして、子どもから、高齢者まで、全世
代を守る社会保障の構築、さらには、日本の安全保障を強化
する、この3つの課題に、挑戦をしてまいりたいと思いま
す、どうか、その先頭に、カナガワ選挙区で立候補した、ミ
ウラノブヒロ＊を、勝たせていただきたいのであります。

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。

24
力を合わせて、な
んとしても、議席
を勝ち取りたい

ミウラノブヒロ＊、1期6年、皆さんに支えられて、大きな実
績を作らさせていただくことができました、今回は、2期目
の挑戦であります、そして、自由民主党からも、推薦をいた
だきました、力を合わせて、なんとしても、議席を勝ち取り
たい、しかし、この、カナガワ選挙区は、もう、全国屈指の
大激戦区であります、本来、任期6年の定数が、4つあります
けれども、任期3年の定数が、1、一緒に選挙が行われる、し
かし、もう、1のことは、ちょっと、念頭に置かないでいた
だいて、テイスウ＊6の、この、4議席、この中に、ミウラノ
ブヒロ＊が、はいらなけれ。

[23]「カナガワ
選挙区で立候補
した、ミウラノ
ブヒロ＊を、勝
たせていただき
たい」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



25

ミウラノブヒロ、
どうか押し上げて
いただきますよう
に、心からお願い

【自分】＊これから大きな仕事ができなくなってしまう。 ど
うか皆様のお力で定数4を勝ち抜ける、ミウラノブヒロ、ど
うか押し上げていただきますように、心からお願い申し上げ
ます。 何と言っても今回の選挙戦、物価高、どう対応するか
が焦点であります。 コロナが、感染が静まってヨーロッパや
アメリカで経済活動が活発になった、その影響を受けていま
す。 ロシアがウクライナに侵略した、その影響も重なってき
ました。 そして円安が急激に進んで、それも追い打ちをかけ
ているという状況であります。

[26]「公明党は
いち早く、全国
の、で、国民生
活総点検運動を
展開」について
の理由・ニーズ

26

公明党はいち早
く、全国の、で、
国民生活総点検運
動を展開

だからこそ公明党はいち早く、全国の、で、国民生活総点検
運動を展開をして皆様の声を、切実な声をいただきました。 
何と4300件を超える声をいただいた。 47の団体からもヒア
リングをいたしました、実情を聞きました。

[27]「今年度の
予算の予備費、
これをすぐに

使って物価対策
をやる」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

27

今年度の予算の予
備費、これをすぐ
に使って物価対策
をやる

私自身が観光バスの会社、あるいはイチゴを栽培する温室栽
培する農家、色々現場に行ってやっぱり生の声を見るのは大
事だなと実感をしてまいりました。 そういう事を政府に2回
にわたって緊急提言をして、そのほとんどを取り入れて作っ
たのが総合緊急対策であります。 何をやるか、まずは今年度
の予算の予備費、これをすぐに使って物価対策をやるという
事です。

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。

28
小売りに至る所が
値上がりしないよ
うにした

今、急激に上がってるのはエネルギーの所と食料品の所で
す。 元を足す事が大事なんです。 だからエネルギーの所は
石油元売り会社に補助金を出して、そこから流れて小売りに
至る所が値上がりしないようにした。 上限を決めて、これぐ
らいの値段を目安にという事で対応しました。 今現在の所を
言いますと、何もやらなければガソリン1リットルあたり210
円を超える状況であります。 しかしこの公明党、政府与党で
とった措置によりまして、現状ではそれが170円をちょっと
超えるぐらいの所で抑えられている訳であります。  先が心
配ですから、6月から9月までまとめて補助金を補正予算で確
保して、これから上がらないようにしていきたい。 こういう
政策をとって、この値上がりを抑えてる国はG7、世界の先進
国の中で日本だけであります。

[27]「今年度の
予算の予備費、
これをすぐに

使って物価対策
をやる」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

29

補助をして、急な
値上がりを防ぐ、
そういう対応措置
をとる

そして食料品であります。 パンやうどん、小麦が原料です
ね。 この値段は輸入する小麦の値段を政府が決めます。 年
に2回、4月と10月なんです。 4月分はもう決めました。 さ
すがに値上がり圧力が強いですから17.3パーセント上がりま
したけども、9月までこれは据え置きです。 これ以上、上が
りません。 安心してください。 そして現に、この小麦の値
段がこれから上がって大変だ、どんどん小麦粉やおだん、う
どんが上がってく、そういう状況にはならないようにしてい
ます。  10月です、次のポイントは。 ここでその時の実情を
見て、これが急激に上がらないように思い切った手を打って
まいりますので、どうかその先頭にミウラノブヒロを立たせ
てください。 お肉の値段は大丈夫か、ミルクの値段は大丈夫
か、これは動物家畜のエサ代が決め手であります。 ほとんど
輸入していますから。 ここにも補助金をしっかり入れて、急
激な値上がりがしないようにしました。 肥料、畑で作る野菜
や果物、その他の農産物、これも輸入する肥料の値段が上が
らないように、まず補助をソチ＊とりましたけれども、もっ
と根本的に農産物の値段が上がらないようにコスト。  
【自分】の1割を、政府が、しっかりと補助をして、急な値
上がりを防ぐ、そういう対応措置をとることに致しましたの
で、どうかこの点も、ご理解をいただきたいと思います。

[27]「今年度の
予算の予備費、
これをすぐに

使って物価対策
をやる」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

30
政府から、さらに
地方創生臨時交付
金をお配りしたい

そして、私たち身近なところも手を打ったんです。 地方創生
臨時交付金を自治体に1兆円お配りしました。 神奈川県に
も、横浜市にも、川崎市にも、相模原市にも、その他の市町
村にもお配りしました。 これで、公明党のネットワークを活
かして、例えば、食材が上がってるから学校給食の費用が上
がらないように、これを実行しました。 また、水道料金は自
治体で決めますので、こうした水道料金を始めとする公共料
金も、上がらないように、手当てをしていただきました。 こ
うやって、その地域の実情に合わせた物価高を抑える、これ
はこれからも、自治体の皆さんにお願いをしたいと思ってま
すので、それを政府から、さらに地方創生臨時交付金をお配
りしたいと思います。

[27]「今年度の
予算の予備費、
これをすぐに

使って物価対策
をやる」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



31

予備費を、5.5兆
円確保した、これ
を一貫してやり抜
いたのは公明党

だけどそう言うと、お金はあるのかって、皆さん疑問に思う
でしょう。 用意したんですよ、補正予算で、公明党が、この
予備費を、5.5兆円確保した、これを一貫してやり抜いたのは
公明党であります。 だけど国会終わっちゃいましたから、
ね、これからしばらく国会開けません。 物事決めるためには
政府がしっかりやらなければいけない。 そのために、補正予
算で予備費を用意したんです。 政府はしっかりやれよ、公明
党から言いました。

[32]「しっかり
やりますから、
どうか、与党

に、公明党に、
お力を与えてい
ただきたい」に
ついての客観根

拠・データ

32

しっかりやります
から、どうか、与
党に、公明党に、
お力を与えていた
だきたい

地方創生臨時交付金、もっとやれ、こうやってキシダさん
に、もっと丁寧なお言葉で、お願いをさせていただきまし
た。 しっかりやりますから、どうか、与党に、公明党に、お
力を与え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。

33
今の消費税は、社
会保障に使われて
る

まあ野党の皆さんは消費税をね、下げろって言ってますけど
も、しかし今の消費税は、社会保障に使われてるんです。 年
金のクセ年金の半分は、この消費税です。 そして、介護の保
険料を上がりすぎないようにするところにも使われておりま
す。 さらにまた、幼児教育、保育の無償化、これにも使われ
ている、ミウラさんが一生懸命取り組んだ、返さなくてもい
い、給付型の奨学金、ここにも使われているわけでありま
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。

34
借金をして、消費
税を下げろ、これ
は、矛盾をしてる

昨日党首討論がありましたので、立憲民主党のイズミ代表に
私はお伺いしました。 消費税を、おお引き下げるって言って
るけれども、社会保障に現に使われてるのに、この代わりの
財源をどうするんですか、こう聞きましたら、国債を発行す
る、こう言うんですね。 だけども、イズミさんが、前に民主
党にいた時、我々に言ってきたでしょう。 国債を発行して、
将来にツケを回すのはもうやめよう、社会保障ずっと長く支
えていくためには、消費税が必要だ、だから野党であった公
明党も自民党も協力して、社会保障と税の一体改革をやった
んじゃありませんか。 その、言い出した責任のある民主党、
イズミさんが、今になって、これを国債で、また借金をし
て、消費税を下げろ、これは、矛盾をしてるし、責任感が貫
かれてないんじゃありませんかと、私は、問い返しました。 
ご返事はありませんでした。

[33]「今の消費
税は、社会保障
に使われてる」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

35
ら継続的に賃金が
上がるように手を
打っていきたい

で、野党の皆さんね、消費税下げて、いつからやるんです
かって聞いたら、この法律を改正をして、来年の4月からや
りたいって、こう言うんですよ。 今物価が上がっているの
に、来年4月からやる予定ですと言われても、困るのは皆さ
ん国民の皆さんじゃありませんか。  
【自分】その通りだ。  
【自分】だから、先手、先手で、この対応策を、あの手この
手打っていかなければならないんで。 そして今緊急の値上が
りを抑えてますけれども、本来であれば、物の値段が上がっ
ても、賃金が上がれば、生活はやっていける、こういう世の
中になっていくことが望ましい、だから公明党。  
【自分】＊はこれから継続的に賃金が上がるように手を打っ
ていきたいと思います。 賃金上げたとこには減税をする、あ
るいは上げようにも上げた、あ、上げられないところには政
府から補助金を使っていただいて頑張っていただく。

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。

36 最低賃金を引き上
げます

また、最低賃金を引き上げます。 これからやりますよ。 そ
うするとアルバイトやパートの方にも、その影響が、あー、
良い方へ及んでいきます。 そして、継続的にやるためには、
毎年労働者と経営者の代表が話し合いますけど、最近は政府
もその中に入って話し合っています。 ここだけでは、色々な
言い分がぶつかります。 だから公明党は、学者さんとかエコ
ノミストとか、こういう専門家を入れて中立的な第三者の委
員会を作りなさい、そしてここで客観的なデータ裏付けのあ
るこの数字を使って、この町にあるべき賃金の水準はこうで
すよと参考にしていただく。 こういう仕組みをやれば、継続
的に賃金が皆さんが納得ずくで、国民に公開された中でね、
賃金を上げていくことができるじゃありませんか。 そういう
提案をしているんです。 これは是非やらさせていただきたい
ですね。 どうかミウラノブヒロにお力を与えていただきたい
と思います。

[35]「ら継続的
に賃金が上がる
ように手を打っ
ていきたい」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



37
日本の未来、日本
を前へ、公明党が
やります

そして、これからの時代はデジタル化と脱炭素化であります
から、ここのニチロ＊研究開発、そして新しい仕事そして新
しい働き方、これを、お、どんどん生み出していきたい。 よ
し、勉強してその分野で、今まで違うことやっていたけれど
も、力をつけてこの分野で仕事をしたい、そういう若い人た
ち＊日本の未来、日本を前へ、公明党がやります。 どうかお
力を与えてください。

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。

38

公明党は子育て応
援トータルプラン
として、年末まで
に発表したい

これからの長い未来を考えた時には、人を育てるということ
が大切であります。  子育て教育は、もう、国の戦略として
国家の大きな仕事として進めていかなければなりません。 そ
の具体策を公明党は子育て応援トータルプランとして、年末
までに発表したいと思います。 もう、生まれるところから社
会へ出るまで、一貫して子育て支援策が繋がっているという
ことが分ることが大事なんです。 今までも児童手当やりまし
た。 あー、色んなことやってきました。 でも点と点ですか
ら、それが線で繋がるようにということで、トータルプラン
をやりますよ。

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。

39
出産育児一時金大
幅な増額、やり抜
いて参りたい

昨日も党首討論で出産育児一時金、公明党が1994年にこれを
提案して作った。 当時は30万円でした。 今42万円まで上が
りました。 しかし横浜や東京の、おー、現状は50万円を超
えています。 だから、この基本的にかかる費用は、もう、無
償化していくべきだ、そういう考え方に立って現状にちゃん
と追いつくように大幅な増額をやるべきだ。 公明党は50万
円を目指すべきだ。 こう提案をして参りました。 キシダ総
理に是非大幅な増額ヤリカタ＊も含めて頑張りましょう、そ
ういうお答えを求めました。 是非頑張りますという答えでし
たので、一緒に力を合わせてこの出産育児一時金大幅な増
額、やり抜いて参りたいと思います。

[38]「公明党は
子育て応援トー
タルプランとし
て、年末までに
発表したい」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

40
高校3年生までの
医療費無償化も進
めていきたい

高校生の医療費無料化、まだ全国見るとバラバラなんです
ね。 え、東京は少し頑張って今やろうとしています。 
えー、神奈川県も全国もそれに追いついてやれるように、国
としてこの高校3年生までの医療費無償化も進めていきたい
と思います。 こういうことを重ねて、子育て応援トータルプ
ランやり抜きます。 高齢者の皆さんの声が多かったのは、認
知症を何とかしてもらいたい。  
【自分】相談するところがない。 どんな政策があるのかよく
分からない。 何でも相談できる場所を作って、力強く安心感
を与えてもらいたい。

[41]「認知症基
本ホウ＊、公明
党が提案してい
ます」について
の理由・ニーズ

41
認知症基本ホウ
＊、公明党が提案
しています

それに応えて、今、提案をしているのが、認知症基本法を作
るべきということであります。 この法律を作ってどんな仕事
がやれるのか、やるべきなのか。 相談するにはどこにどう、
おー、場所を設けたらいいか。 その相談に預かる専門家をど
う育てたらいいか。 必要な予算をどう取ったらいいか。 そ
れを推進するための切り札が認知症基本ホウ＊、公明党が提
案しています。 ぜひとも、これを成立させてください。

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。

42
防衛力シンニ＊必
要なものを公明党
は強めていきたい

そして、日本の安全保障。 ウクライナのことを見ると、人ご
とじゃありません。 日本の周りでも、ミサイルの発射を繰り
返したり、いろんな船や飛行機が飛んできたり、国民の皆さ
ん不安に思っています。 大事なことはですよ、大事なこと
は、この、まかり間違っても武力を使わせてはならないとい
うことなんです。 そのための日本の防衛力は大丈夫か。 こ
こをしっかり点検をして、武力行使を日本の周りの国々から
起こさせない。 そういう防衛力シンニ＊必要なものを公明党
は強めていきたいと、このように思っています。

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。

43

日米同盟の抑止力
と、一緒に行動で
きる対処力、これ
もしっかり

そして、日本とアメリカの同盟関係、日米同盟が肝心です。 
日本だけの力ではとても守り切れません。 アメリカとの同盟
があるからこそ、世界の周りの国が、ああやっぱり日米は
しっかりしているなと、手出しはできないなと、こう思うよ
うになるわけであります。 この日米同盟の抑止力と、一緒に
行動できる対処力、これもしっかり強化してまいりたいと思
います。

[42]「防衛力シ
ンニ＊必要なも
のを公明党は強
めていきたい」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



44

実績のある公明
党、そして三浦信
宏、共にやらさせ
ていただきたい

この防衛力、安全保障の力は、もう1つ大事なことは、外交
の力なんです。 お互いに軍備を拡大する競争をしていては、
疲れてしまいます。 だから、緊張感が高まって万が一のこと
が起きないように、対話で緊張を和らげる。 不測の事態が起
きないようにする。 そして、本来的には、共に協力して世界
の平和と繁栄を作っていく。 そういう道を作り出していかな
ければなりません。 今、難しい部分はあったとしても、ぜひ
この外交による、対話による物事の解決、これを合わせてや
り抜いていきたい。 それには、この外交についてもさまざま
な政党交流の歴史と実績のある公明党、そして三浦信宏、共
にやらさせていただきたいとお願い申しあげます。

[42]「防衛力シ
ンニ＊必要なも
のを公明党は強
めていきたい」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

45

日本を本当に前へ
進められる人は、
三浦信宏しかおり
ません

いよいよ18日間の選挙戦です。 三浦さんは、青年委員長と
して携帯電話料金の引き下げの先頭に立って運動しました。 
管総理が公明党の皆さんの強い要望を受けて、料金引き下げ
を決断しました。 そして、結果が出たではありませんか、皆
さん。 教え子の心が分かるから。 防衛の問題は、本当は
戦って勝つことではなくて、戦いを起こさせないようにする
ことが大事。 それを心から思い、そしてそれにふさわしい人
を育て、そして今、全国で、あるいは世界で活躍している、
そういう自衛隊員を育ててきたのが三浦信宏さんでした。 こ
の日本の自衛隊は世界に誇るべき力、実力。 これはね、あ
の、PKO活動30年たちましたけども。 世界の皆さんが、日
本のPKO、自衛隊は素晴らしい。 フンセン首相、あのカンボ
ジアの首相が私と会ったとき、言ってましたよ。 あの自衛隊
のおかげでカンボジアの国の再建ができたんです、日本のお
かげです、ありがとうございました。 ま、そういう人を育て
てきたのが、三浦さんでありマス＊。 どうか、その意味で、
日本を本当に前へ進められる人は、三浦信宏しかおりませ
ん。 どうか皆様の。

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。

46
カナガワ選挙区ミ
ウラノブヒロ勝た
せて下さい

【自分】＊力で、ミウラノブヒロ、ミウラノブヒロをおしあ
げて頂きます様に、勝たせて頂きます様に、心からお願いを
申し上げまして、第一声のご挨拶とさせて頂きます。 どうぞ
皆さん、カナガワ選挙区ミウラノブヒロ勝たせて下さい、宜
しくお願い申し上げます、ありがとうございました、ありが
とうございました、ありがとうございました。

[47]「どうか勝
たせて下さい、
おしあげて下さ
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

47
どうか勝たせて下
さい、おしあげて
下さい

【自分】ミウラノブヒロ、ミウラノブヒロの応援に駆けつけ
ました、公明党ヤマグチナツオ代表より、おお伝えをさせて
頂きました。 ミウラノブヒロ、ミウラノブヒロ、未来を開く
確かな力、ミウラノブヒロ、どうか勝たせて下さい、おしあ
げて下さい、皆様のお力で、ミウラノブヒロ、ミウラノブヒ
ロ、どうか、どうか＊送って頂き皆さまの為に、働かせて頂
きます様に、心から、心からお願い申し上げます。

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。

48

絶対なるご支援を
何卒、何卒よろし
くお願い申し上げ
ます

公明党公認、自由民主党推薦ミウラノブヒロ、18日間の戦い
ここからスタートさせて頂きます、ありがとうございます、
ありがとうございます、全力で戦って参ります、どうか最後
の最後まで絶対なるご支援を何卒、何卒よろしくお願い申し
上げます。 以上を持ちまして、ミウラノブヒロ、第一声街頭
演説会を終了させて頂きます。 大変多くの皆様にご声援を頂
き、誠にありがとうございました。  
【自分】＊。  
【自分】頑張ります。  
【自分】代表ぶら下がり場所。 【無音02：27まで】。

[47]「どうか勝
たせて下さい、
おしあげて下さ
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。


