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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

89%

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

ミウラノブヒロに託していただき
ますよう、何卒よろしくお願い申
し上げます ◎ 適切な情報量

2 ミウラノブヒロ、どうか、どう
か、国会に送って あなた側の話量は39分が適切と判定されました

3 3つの課題に挑戦をしてまいりた
い

聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4 公明党そして神奈川選挙区のミウラノ
ブヒロよろしくお願い申し上げます

5 その仕事を何としてもやらせていただ
きたい

6 どうか与党に、公明党にお力を与えていただ
きたい

7 どうかミウラノブヒロに、お力を与えていた
だきたい

8 認知症基本＊、公明党が提案しています、是
非とも、これを、成立

9 継続的に賃金が上がるように手を打っていき
たい

10 神奈川選挙区、ミウラノブヒロ、勝たせてく
ださい

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）

20語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
4 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　　 11トピック

説明に偏りがありそうです

話題の数　14件
話順 説明の少ない話題　3件 話順 説明のある話題　11件

4
人への投資を大きく一歩進める仕事、是非やらせ
て

3
ミウラノブヒロに託していただきますよう、何卒
よろしくお願い申し上げます

5 さらに前に進ませていただきたい 7 社会を変える挑戦、是非やらせていただきたい

14
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

9 その仕事を何としてもやらせていただきたい

11
がん対策の仕事、ぜひ三浦のぶひろにやらせてい
ただきたい

15
公明党そして神奈川選挙区のミウラノブヒロよろ
しくお願い申し上げます

18 3つの課題に挑戦をしてまいりたい

21
予算の予備費、これをすぐに使って物価対策をや
る

25
どうか与党に、公明党にお力を与えていただきた
い

30
どうかミウラノブヒロに、お力を与えていただき
たい

34
認知症基本＊、公明党が提案しています、是非と
も、これを、成立

40 ミウラノブヒロ、どうか、どうか、国会に送って



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

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

何らかの掘下げをした話題数　　 11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
ミウラノブヒロに託していただきますよ
う、何卒よろしくお願い申し上げます

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、この厳しい混迷を極める社
会だか...

↓

1→ 具体的説明
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

話者A：只今より、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いたします。 大変多くの皆様に
お集まりをいただきました。 お待たせをいたしまし
た。 いよいよ、この熱い戦い、全力で戦ってまいりま
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...

2→ 具体的説明
皆さんと一緒に実現をさせていただくこ
とができました

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。 
現場の皆様からいただいた、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。 皆様のおかげで幼児教育、保育の無償化。 
そして、...

- -

4
説明の少ない話

題
人への投資を大きく一歩進める仕事、是
非やらせて

私はまず国会に戻らせていただいて、やらせていただ
きたいことがあります。 それは、誰一人取り残さない
社会の道筋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せてい
ただき...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

5
説明の少ない話

題 さらに前に進ませていただきたい

今では新料金プランに乗り換えられた方は四人に一人
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...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

7 説明のある話題
社会を変える挑戦、是非やらせていただ
きたい

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、是非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。 私は国会に送って頂く前は、横須
賀市に...

←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

↓

6→ 具体的説明
皆さんから頂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、なかなか声はあげられな
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用、何としてもこの実現
をさせて欲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、憚られた
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、勇気をもって声
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...

- -



9 説明のある話題
その仕事を何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後にあります。 何としても国
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

↓

8→ 具体的説明
国の方針も変えていかなければなりませ
ん

話者A：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
としたり、血を流すことになることは、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。 この、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。...

10 → 具体的説明
どうか、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、
三浦のぶひろ以外におりません。 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。 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...

- -

11 説明のある話題
がん対策の仕事、ぜひ三浦のぶひろにや
らせていただきたい

がんの治療はいろいろありますが、やはり何かの治療
をすると、生活を諦めなければいけない、これが実態
であります。 先日、私を応援をしていただいた、ソウ
メン＊の方が、がんの闘病の末に亡くなられました。 
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

↓

13→ 具体的説明
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

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
ができます。  こっからが勝負であります。 研究者技
術者にお金を渡す、そして企業の皆さん後がんばって
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...

- -

14
説明の少ない話

題
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

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...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

15 説明のある話題
公明党そして神奈川選挙区のミウラノブ
ヒロよろしくお願い申し上げます

話者A：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差し上げました。 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、ミウラ
ノ...

←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
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

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、この神奈川選挙区
はもう全国屈指の大激戦区であり、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
に選挙がおこなわれる。 しかし、もう1のことは
ちょっと念頭におかないでいただいて、定数6のこの4
議席、この中にミウラノブヒロが入らなければこれか
ら大きな...

- -

18 説明のある話題 3つの課題に挑戦をしてまいりたい

公明党は経済立て直し、そして子供から高齢者まで全
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。 どうかその先頭に神奈川選挙区で立候補
したミ...

←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）

人を育み希望を作り出すこと、これが求
められている

今政治に求められるのはなんといっても国民の皆さん
の不安を無くすこと、かわって安心をお届けすること
であります。 さらに、人を育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、そして日本を前に進め
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。...



- -

21 説明のある話題
予算の予備費、これをすぐに使って物価
対策をやる

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。 なんと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...

←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 物価高どう対応するかが焦点

なんとい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、すす、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。...

- -

25 説明のある話題
どうか与党に、公明党にお力を与えてい
ただきたい

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...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

24→ 具体的説明
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

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生かして、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、
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はじめとする公共料金
も上がら...

- -

30 説明のある話題
どうかミウラノブヒロに、お力を与えて
いただきたい

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も、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、いろいろ
な言い分がぶつかります。 だから、公明党は、学者さ
んと...

←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

↓

29→ 具体的説明
継続的に賃金が上がるように手を打って
いきたい

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、えー、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、ま
た、最低賃金...

- -

34 説明のある話題
認知症基本＊、公明党が提案していま
す、是非とも、これを、成立

高齢者の、皆さんの声が多かったのが、認知症をなん
とかもらいたい、相談するところがない、どんな政策
があるのか、よく、わからない、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、そ
れに応え...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

33→ 具体的説明
子育て応援トータルプラン、やり抜きま
す

キシダ総理に、ぜひ、大幅な増額、やり方も含めて、
頑張りましょう、そう、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。 高校生の医療費無料化、ま
だ、全国見ると、ばらばらなんですね、ええ、東京
は、少し頑張って、今、やろうとしています、ええ、
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...

- -

40 説明のある話題
ミウラノブヒロ、どうか、どうか、国会
に送って

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オウ
ツタエ＊をいただきました。 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...

←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
神奈川選挙区、ミウラノブヒロ、勝たせ
てください

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、もう世界
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ミウ
ラサンでありました、どうか、その意味で、日本を本
当に前...

- -



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

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

【自分】只今より、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
いいたします。 大変多くの皆様にお集まりをいただきまし
た。 お待たせをいたしました。 いよいよ、この熱い戦い、
全力で戦ってまいります。 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2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、皆様にお伝
えを＊ます。  
【自分】サクラギチョウ駅前の皆様、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。 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]「ミウラノブ
ヒロに託してい
ただきますよ

う、何卒よろし
くお願い申し上
げます」につい
ての具体的説明

2

皆さんと一緒に実
現をさせていただ
くことができまし
た

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。 現場の皆様からいた
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。 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いただくことができました。 本当にあ
りがとうございます。

[3]「ミウラノブ
ヒロに託してい
ただきますよ

う、何卒よろし
くお願い申し上
げます」につい
ての具体的説明

3

ミウラノブヒロに
託していただきま
すよう、何卒よろ
しくお願い申し上
げます

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、この厳しい混迷を極める社会だからこそ、何としても
再び国会に送り戻していただいて社会を前に進め、不安を希
望に変える挑戦。 是非皆さん、ミウラノブヒロに託していた
だきますよう、何卒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。



4
人への投資を大き
く一歩進める仕
事、是非やらせて

私はまず国会に戻らせていただいて、やらせていただきたい
ことがあります。 それは、誰一人取り残さない社会の道筋と
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せていただきました。 しかしこの
物価高騰の中で、そして多くの希望をされる方々の、子育て
をされて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して。 また、じん。  
【自分】＊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、頑張ってください、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くだ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何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、是非やらせて頂きたいんです。 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も、結果をお
届けすることができます。 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、やろうと決めていただいて、一緒に実現
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。

5 さらに前に進ませ
ていただきたい

今では新料金プランに乗り換えられた方は四人に一人であり
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いるところを
取り除いて、安心して経済活動ができる社会をつくるため
に、さらに前に進ま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。

6
皆さんから頂いた
声が政治も社会も
動かせます

また、多くの若い世代から、なかなか声はあげられないけれ
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
治療の保険適用、何としてもこの実現をさせて欲しいという
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、憚ら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、
勇気をも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、皆さんのお力で保
険適用を勝ち取らさせていただくことができました。 しか
し、まだまだ生活の最前線に乗り込んで行って、皆さんから
頂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。

[7]「社会を変え
る挑戦、是非や
らせていただき
たい」について
の具体的説明

7
社会を変える挑
戦、是非やらせて
いただきたい

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、是非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。 私
は国会に送って頂く前は、横須賀市にあります、ボウエイ大
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
必ず共有してきたことがあります。 それは、私たちの存在は
戦争するためにいるのではない。 戦争をさせないためにいる
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応えて、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
事についております。 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。

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
国の方針も変えて
いかなければなり
ません

【自分】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としたり、血
を流すことになることは、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。 この、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。

[9]「その仕事を
何としてもやら
せていただきた
い」についての

具体的説明



9
その仕事を何とし
てもやらせていた
だきたい

その議論が参議院選挙の後にあります。 何としても国会に送
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
パトロールに当たっている、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、細胞一つ一つに打ち込んで
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、単に予算を伸ばす
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、そしてそのブンショ＊の先にある、自分の
卒業生を守り抜くことが、皆さまと共に平和を守ることに直
結をする、その仕事を何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。

10
どうか、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、三浦のぶひろ
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。 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
社会をつくり上げたい、その思いで力を注いでまいりまし
た。

[9]「その仕事を
何としてもやら
せていただきた
い」についての

具体的説明

11

がん対策の仕事、
ぜひ三浦のぶひろ
にやらせていただ
きたい

がんの治療はいろいろありますが、やはり何かの治療をする
と、生活を諦めなければいけない、これが実態であります。 
先日、私を応援をしていただいた、ソウメン＊の方が、がん
の闘病の末に亡くなられました。 そのときに、残された奥さ
まに託していただいた言葉、三浦のぶひろが、ガン対策、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つくってくれるはずだ、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、ぜひ三浦のぶひろ
にやらせていただきたいんです。

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。

12

ラジオアイソトー
プという物質を
使って、生活と治
療の両立を図る

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。 その上で工学と医学をつないで、その技術で、生
活と治療の両立を図ることができれば、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
活と治療の両立を図ることができる、これを、きちっと国
が。  
【自分】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。

[13]「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

13

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

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す。  こっからが勝負
であります。 研究者技術者にお金を渡す、そして企業の皆さ
ん後がんばってね、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下さ
い、よろしくお願い申し上げます。

[11]「がん対策
の仕事、ぜひ三
浦のぶひろにや
らせていただき
たい」について
の具体的説明



14

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

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を作る技術を磨く、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。 その仕事ぜひ国会でやらせてい
ただきたいんです。  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頂い
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。

15

公明党そして神奈
川選挙区のミウラ
ノブヒロよろしく
お願い申し上げま
す

【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
ご挨拶を差し上げました。 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、ミウ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桜木町駅
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、皆様にお伝えさせていただきます。  
【自分】桜木町駅前にお集まりの皆様、またご利用の皆様、
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向こう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。 神奈川のミウラノブヒロを始め、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800万票を獲得して、7人の当選、それ以上
の当選を目指して参りたいと思います。 皆様には18日間大
変にお騒がせをし、ご苦労をおかけいたしますけれども、ど
うか公明党そして神奈川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年経ってお
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。

16
先行きに不安が広
がっている

【自分】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
ける、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。

[17]「人を育み
希望を作り出す
こと、これが求
められている」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

17
人を育み希望を作
り出すこと、これ
が求められている

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
を無くすこと、かわって安心をお届けすることであります。 
さらに、人を育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、そして日本を前に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。

[18]「3つの課
題に挑戦をして
まいりたい」に
ついての理由・

ニーズ

18
3つの課題に挑戦
をしてまいりたい

公明党は経済立て直し、そして子供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
その先頭に神奈川選挙区で立候補したミウラノブヒロを立た
せていただきたいのであります。 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事がで
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。

19

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

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、この神奈川選挙区はもう全国屈指の大
激戦区であり、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、一緒に選挙がおこなわれる。 しかし、
もう1のことはちょっと念頭におかないでいただいて、定数6
のこの4議席、この中にミウラノブヒロが入らなければこれ
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、お願い申し上げます。

[15]「公明党そ
して神奈川選挙
区のミウラノブ
ヒロよろしくお
願い申し上げま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

20 物価高どう対応す
るかが焦点

なんとい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、すす、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。

[21]「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。



21
予算の予備費、こ
れをすぐに使って
物価対策をやる

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。 なん
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。  私自身が観光バ
スの会社、あるいは、あー、イチゴを栽培する温室、うー、
栽培する農家、いろいろ現場に行って、やっぱり生の声を見
るのは大事だなあと実感をしてまいりました。 そういうこと
を政府に2回にわたって緊急テンゲン＊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。 なにを
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ことです。 今急激に上がってるのはエ
ネルギーのところと食料品のところです。

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。

22

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

【自分】元を断つことが大事なんです。 だから、エネルギー
のところは、石油元売り会社に補助金を出して、そこから流
れて、小売りに至るところ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ことで対応し
ました。 今現在のところ言いますと、何もやらなければ、ガ
ソリン1リットル当たり210円を超える状況であります。 し
かし、この公明党、政府与党で取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ところで抑
えられているわけであります。  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。 こういう政策を取って、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。

[23]「対応措置
を取ることにい
たしましたの

で、どうかこの
点もご理解を」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

23

対応措置を取るこ
とにいたしました
ので、どうかこの
点もご理解を

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、うだん、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、どうかその先頭に三
浦のぶひろ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、家畜のえさ代が決め手
であります。 ほとんど輸入していますから。 ここにも、
おー、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
助の措置、取りましたけれども、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取る
ことにいたしましたので、どうかこの点もご理解をいただき
たいと思います。

[24]「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」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

24

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

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
を生かして、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、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はじめとする公
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。

[25]「どうか与
党に、公明党に
お力を与えてい
ただきたい」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



25
どうか与党に、公
明党にお力を与え
ていただきたい

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。 物事を決
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
りやれよと、公明党から言いました。 地方創生臨時交付金、
もっとやれ。 こうやって岸田さんに、もっと丁寧なお言葉
で、おね。  
【自分】が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。

26
今の消費税は社会
保障に使われてる
んです

ま、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、教育の無償化、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。 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、おー、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、
国債を発行すると、こう言うんですね。

[27]「借金をし
て、消費税を下
げろ、これは矛
盾をしてる」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

27
借金をして、消費
税を下げろ、これ
は矛盾をしてる

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
きたでしょうと。 国債を発行して将来につけを回すのはもう
やめよう、社会保障を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、え、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。 お返事はありませんでした。

[29]「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。

28

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

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
いと、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。 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す。

[29]「継続的に
賃金が上がるよ
うに手を打って
いきたい」につ
いての理由・

ニーズ

29
継続的に賃金が上
がるように手を
打っていきたい

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、えー、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、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、いいほうへ及んでいきます。

[30]「どうかミ
ウラノブヒロ

に、お力を与え
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。

30
どうかミウラノブ
ヒロに、お力を与
えていただきたい

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も、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、いろいろな言い分がぶつか
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
りなさいと、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、好ましい、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＊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、ぜひやらさせていた
だきたいんですね。 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。

起点となる話題 ✔

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



31
公明党がやりま
す、どうか、お力
を与えて下さい

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、ここの道を研究開発、そして新しい仕事、そして新
しい働き方、これを。  
【自分】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も、応援
していきたいと思っています、そういう日本の未来、日本を
前へ、公明党がやります、どうか、お力を与えて下さい。 こ
れからの、長い未来を考えて時には、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。

[32]「公明党
は、50万円を目
指すべきだ、こ
う、提案」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

32
公明党は、50万円
を目指すべきだ、
こう、提案

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、つ
ながっているということが、わかることが大事なんです、今
までも、児童手当、やりました、いろんなことやってきまし
た、でも、点と点ですから、それが、線でつながるようにと
いうことで、トータルプランをやりますよ、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、つくった、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と、そういう考え方にたって、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。

[33]「子育て応
援トータルプラ
ン、やり抜きま
す」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

33
子育て応援トータ
ルプラン、やり抜
きます

キシダ総理に、ぜひ、大幅な増額、やり方も含めて、頑張り
ましょう、そう、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。 高
校生の医療費無料化、まだ、全国見ると、ばらばらなんです
ね、ええ、東京は、少し頑張って、今、やろうとしていま
す、ええ、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、高校三年生までの、医療費無料化
を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。

[34]「認知症基
本＊、公明党が
提案していま

す、是非とも、
これを、成立」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

34

認知症基本＊、公
明党が提案してい
ます、是非とも、
これを、成立

高齢者の、皆さんの声が多かったのが、認知症をなんとかも
らいたい、相談するところがない、どんな政策があるのか、
よく、わからない、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、それに応えて、今、提案し
ているのが、認知症基本ホゴホウ＊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、場所をもうけた
らいいか、その相談にあずかる専門家を、どう育てたらいい
か、必要な予算を、どう、とったらいいか、それを、推進す
るための、切り札が、認知症基本＊、公明党が提案していま
す、是非とも、これを、成立させて下さい。

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。

35

防衛力、真に必要
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。 日本のまわりでも、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、真に必要
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。

[36]「抑止力と
一緒に行動でき
る対処力、これ
もしっかり強

化」についての
理由・ニーズ

36

抑止力と一緒に行
動できる対処力、
これもしっかり強
化

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、まわりの国が、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。  
【自分】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。

[37]「実績のあ
る公明党、そし
てミウラノブヒ
ロ、共にやらさ
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。



37

実績のある公明
党、そしてミウラ
ノブヒロ、共にや
らさせて

この防衛力、安全保障の力は、もう一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、これも併せてやり抜いてい
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、そしてミウラノブヒロ、共にや
らさせていただきたいとお願い申し上げます。

[39]「神奈川選
挙区、ミウラノ
ブヒロ、勝たせ
てください」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

38

世界で活躍して
る、そういう自衛
隊員を育ててきた
のがミウラノブヒ
ロさん

いよいよ18日間の選挙戦です。 ミウラ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。 
スガ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、ね、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る、そ
ういう自衛隊員を育ててきたのがミウラノブヒロさんでし
た。

[39]「神奈川選
挙区、ミウラノ
ブヒロ、勝たせ
てください」に
ついての理由・

ニーズ

39
神奈川選挙区、ミ
ウラノブヒロ、勝
たせてください

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、もう世界の皆さんが日
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
きたのがミウラサンでありました、どうか、その意味で、日
本を本当に前へ進められる人はミウラノブヒロしかおりませ
ん。 どうか皆さまのお力でミウラノブヒロ、ミウラノブヒロ
を押し上げていただきますように、勝たせていただきますよ
うに、心からお願いを申し上げまして、第一声のごあいさつ
とさせていただきます。 どうぞ皆さん、神奈川選挙区、ミウ
ラノブヒロ、勝たせてください、よろ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。

[40]「ミウラノ
ブヒロ、どう

か、どうか、国
会に送って」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

40
ミウラノブヒロ、
どうか、どうか、
国会に送って

【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オウツタエ＊をい
ただきました。 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、どうか勝たせてください、押
し上げてください。 皆さまのお力で、ミウラノブヒロ、ミウ
ラノブヒロ、どうか、どうか、国会に送っていただき、皆さ
まのために働かせていただきますように、心から、心からお
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いただきま
す、ありがとうございます、ありがとうございます。  全力
で戦ってまいります、どうか最後の最後まで、絶大なるご支
援を何とぞ、何とぞ、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
せていただきます。 大変多くの皆さまにご声援をいただき、
誠に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。


