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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

79%

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 今回の参議院選挙を戦う、あの、

ポスター、ああ、の発表

△ 少し詰め込みがち
2 完全に無償で、え、出産が出来る

世の中を作って あなた側の話量は78分が適切と判定されました

3 現状では、原発は、え、再稼働を
せざるを得ない

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 できるだけ増額をして、え、自分たち
を守る、その予算を

5 改革を目指していくための6つの重点
政策を、本日は発表

6 国民の皆様の検証に耐えうる、えー、政策集

7 重点政策の方が、よ、保障ですね

8 委譲の方に、この委ねる方に、えー、統一

9 親族とか、ま、家族の方、どこまで広げてい
くのか

10 世界に向けて言ってしまえば、私はそれだけ
で抑止力

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）

29.5語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
14 CLOSED マスク取っていいですか？

14 CLOSED もうちょっと下がってもらっていいですか？

14 CLOSED あ、結構＊、難しいですか？

14 CLOSED ヤバイデスカ＊？

14 CLOSED もうちょっとタテラレマスカ＊？

14 CLOSED これくらいでよろしいですか？

14 CLOSED 大丈夫ですか？

14 CLOSED もう一度こちらの方、お願いしてヨイ＊ですか？

14 CLOSED あ、＊、すいません、政策発表の紙、持ってもらってもいいですか？

14 CLOSED 全員が？

14 CLOSED いいですが、ホッタ＊さん次撮っていい？

14 CLOSED 大丈夫ですか？

14 CLOSED はい、そしたら、そろそろ写真はよろしいでしょうか？

14 CLOSED ＊、＊さん、＊大丈夫？

36 CLOSED
最後に321の出産無償化で、あの、すいません、細かいんですが出産一時金、現行制度の方は廃
止という理解でよろしいでしょうか？

42 CLOSED あの、ポスターのデザインについて、お伺いしたいんで、ヤナガセ会長になりますかね？

42 CLOSED
えっと、普通一般的にあの、ポスターというと、ま、代表一人の写真だと思うんですけども、あ
の、ヨシムラさんを起用した狙いを教えていただけますか？

42 CLOSED はい、なにかございますか、逆に？

43 OPEN 他、いかがでしょうか？

43 CLOSED ＊、ダイジョウブデスカ＊？

44 OPEN はい、他いかがでしょうか？



44 CLOSED

えー、この公約の中身をみているとですね、出産教育の無償化、まあ、子育て世代向け、あるい
は、ロシアのウクライナを受けて、えー、救助に自衛隊明記であったりとかあるいは防衛費の増
額なんかも、新たにこう加えているというのをみますと、あの、ま、まさに子育て世代であると
か、あるいは、いわゆる非自民保守派を、の、票を獲得する、こう言った意図を邪推するわけで
すけど、そう言った戦略的な意図はございますでしょうか？

51 CLOSED もう一点よろしいですか？

69 OPEN こっちの方が、あの、補欠の補になってるんですけど、どっちですか？

71 CLOSED ＊ございますか？

71 CLOSED
あの、同じようなことで恐縮なんですけれども、このワード1の8ページ、い、中央集権の、こ
う、限界を突破すると書いてあるところ、四角の上の方、人物金を地域に委譲するの委の字なん
ですけども、これは移す？

76 CLOSED ＊さん、トッタ＊さん資料ある？



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　　 27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　33件
話順 説明の少ない話題　6件 話順 説明のある話題　27件

14 最初に、集合写真撮りましょうか 1
今回の参議院選挙を戦う、あの、ポスター、あ
あ、の発表

38 現状では、原発は、え、再稼働をせざるを得ない 5
連立与党のですね、えー、過半数割れを、おお、
目指していく

39 出産育児バウチャーというものガ＊発行 6 候補者の擁立をほぼ終えている

42
マツイ、ヨシムラという二人体制のですね、ポス
ターをずっと使って

11
政権担当能力充分だというふうに言っていただけ
るような、あの、そういう仕上がりになった

43 すなわち可処分所得を増やしていく 12 参議院選挙のスローガンは、改革そして成長

51
ロシアとの新たな外交関係についてはゼロベース
で抜本的な見直し

16
改革を目指していくための6つの重点政策を、本
日は発表

20 完全に無償で、え、出産が出来る世の中を作って
21 光熱費の負担軽減策
23 社会経済活動と感染対策を両立
25 安全保障の強化へ積極防衛能力の整備
28 社会保障制度の抜本改革
31 議員特権の抜本的な見直し
34 国民の皆様の検証に耐えうる、えー、政策集
35 皆様に随時お伝えしていくような体制



40 我々野党にも、大きな責任があります

44
自民党ではできない、ま、そういう改革をやって
いく

48
国民を守るための、ま、抑止力として、え、こう
いう防衛力

50
首都法、副首都法というものもですね、えー、議
論

56
親族とか、ま、家族の方、どこまで広げていくの
か

57 官僚のほうとも、えー、詰めていくことになる

59
世界に向けて言ってしまえば、私はそれだけで抑
止力

63
実行したことが、あー、府議会議員の定数2割
カット、報酬3割カット

64
できるだけ増額をして、え、自分たちを守る、そ
の予算を

68 調査会の元でですね、え、議論を行ってきました
70 重点政策の方が、よ、保障ですね
73 委譲の方に、この委ねる方に、えー、統一
75 推薦という形で福井県のササオカカズヒコさん



【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　　 27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）

1 説明のある話題
今回の参議院選挙を戦う、あの、ポス
ター、ああ、の発表

話者A：はい、えー、皆さん、えー、こんにちは。 
えー、大変お待たせをいたしました。 えー、今日はで
すね、あの、マニフェスト、おお、そして、えー、今
回の参議院選挙を戦う、あの、ポスター、ああ、の発
表をさ...

↓

2→ 具体的説明
告示まで3週間ということに、いい、
なってまいりました

話者A：はい。 えー、皆さん、こんにちは。  話者A：
コンニチハ＊。  話者A：えー、大変おいそ、お忙しい
中、ああ、皆さま方にはお集まりをいただきまして、
えー、心から厚く御礼を申し上げたいと思います。  
えー、いよいよ、おお、告示まで2週間と、おお、い
うことに、いい、あ、2週間ちゃいますね、告示まで3
週間ということに、いい、なってまいりました。...

8→ 具体的説明
スローガンも含めて、えー、皆さま方
に、い、ご披露させていただきたい

まあ、あの、後ほど、おお、ポスター等も、おお、ご
覧いただいてですね、えー、今回のスローガンも含め
て、えー、皆さま方に、い、ご披露させていただきた
いと思いますので、え、ど。  話者A：どうかよろしく
お願いを申し上げます。 私からは以上です。  話者
A：はい、ありがとうございました。...

- -

5 説明のある話題
連立与党のですね、えー、過半数割れ
を、おお、目指していく

ま、この、おお、岸田内閣、自民党一強、こういうこ
とを、お、生み出したのは、われわれ野党にも大きな
責任があるわけでございまして、えー、まあ、そう
いった、ああ、反省に立った上でですね、えー、この
参議院選挙...

←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

↓

3→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

今の岸田内閣、うう、昨日も申し上げま
したが、無策無敵内閣

えー、まあ、ああ、この、夏の熱い、い、戦いという
ことでございますが、ああ、昨日私も、お、予算委員
会で、えー、質問に立たせていただきましたが。 ま
あ、あの、今の岸田内閣、うう、昨日も申し上げまし
たが、無策無敵内閣という、まあ、ネーミングをされ
ておられる方がいらっしゃって、えー、まあ、ああ、
予算委員会の質疑を聞いていただいてもですね、なか
なかこう、おお、こちらも悪いのかも分かりません
が、ああ、この、暖...

- -

6 説明のある話題 候補者の擁立をほぼ終えている

あの、今日現在でですね、えー、参議院候補のほう
も、えー、44、44名まで、えー、きております。 ま
あ、あの、最終1、2名の、おお、増減が、ああ、ある
かも分かりませんが、まあ、ああ、その、お、レベル
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

↓

7→ 具体的説明
女性の擁立についても、おお、恥ずかし
くない、い、数字

うち、女性がですね、えー、33ぱー、35パーセント
ということで、えー、まあ、他党に比べても、おお、
この、女性の擁立についても、おお、恥ずかしくな
い、い、数字になってるのではないかなというふうに
思いますし。 えー、我が党は今回からですね、えー、
女性が、ああ、まあ、ああ、選挙前の活動、また、あ
あ、選挙時の活動、これに対する、うう、まあ、金銭
的な、ああ、経済的なサポートを、おお、やっていく
と、おお、いう...

- -

11 説明のある話題

政権担当能力充分だというふうに言って
いただけるような、あの、そういう仕上
がりになった

あの、立憲民主党または共産党の連合軍ではなく、野
党で自民党と本当の意味で本質的な勝負ができるのは
我々であるということを、政治姿勢もそうですけれど
も、今日発表させていただく政策、この面においても
ですね、...

←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

↓



10→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
大きな武器として皆様に発表したい

あの、我々が今回、今日発表させていただく政策集、
そしてマニフェストはですね、あの、国民の皆さんに
しっかりとこれを訴えることで、そしてまた我々のこ
れまでの大阪を中心とした実績や取り組みを見ていた
だくことで、政権担当能力がある、そして期待ができ
る政党であるということを高らかに示して、そして真
正面から戦う、そういう選挙にするための、あの、大
きな武器として皆様に発表したいというふうに思いま
す。...

- -

12 説明のある話題
参議院選挙のスローガンは、改革そして
成長

それではポスター発表の準備をお願い申し上げます。 
【無音02：23まで】。  【他の話者】ちょっとBGM流
して＊。 ないですね、はい、どうぞ。  話者A：は
い、今回の参議院選挙のポスター、皆様方にご覧...

←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 全ては、身を切る改革から

話者A：着実に実行していかないと、＊、分配という
道にはつながらないと。 改革なくして、成長なし、改
革なくして、分配なしということでございます。  話
者A：はい、ありがとうございました。  え、今回の
キャッチコピーは、改革、そして、成長と。 ええ、下
の方の、あの、日本維新の会のロゴの、＊、ロゴの上
にはありますけれども。 全ては、身を切る改革から
と、＊、これも非常に重要な、私たちの、お、フレー
ズでござ...

- -

14
説明の少ない話

題 最初に、集合写真撮りましょうか

話者A：じゃ、最初に、集合写真撮りましょうか。  話
者A：マスク取っていいですか？  話者A：マスク取り
ます。  話者A：じゃ、マスク取らせていただきます。 
マスク取らせていただきます。 あの、どこの...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

16 説明のある話題
改革を目指していくための6つの重点政
策を、本日は発表

話者A：では、少し、あの、距離があるので、マスク
を外してお話をさしていただきます。 えー、皆様、改
めて、お集まりいただきまして、ありがとうございま
す。 えー、日本維新の会、えー、トウ＊政調会長を務
めて...

←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

↓

15→ 具体的説明
マニフェストの発表をさせていただきた
い

えー、引き続きまして、あの、マニフェストの発表を
させていただきたいと思います。 えー、それでは、オ
トキタ政調会長から、えー、ご報告をさせていただき
ます。 どうぞ、よろしくお願いします。  話者A：
＊。  話者A：いや、良いです。 ここ、ここを変えま
す。  話者A：ここを変えましょう＊。 あの、＊。  話
者A：＊。  話者A：＊私がじゃあ。  話者A：＊真ん中
に＊パスして＊。  話者A：＊。  話者...

17→ 具体的説明
簡単に1つずつ、ご説明をさしていただ
きたい

で、まあ、1番からですね、えー、出産の無償化、か
ける、教育の無償化。 2番、大胆な減税と景気刺激策
による、えー、物価対策。 あるいは、コロナを2類か
ら5類へと。 えー、積極防衛能力の整備。 抜本的社会
保障制度改革。 そして、身を切る改革と。 えー、6つ
のメニューをご用意さしていただきましてので、
えー、簡単に1つずつ、ご説明をさしていただきたい
と思います。...

18→ 具体的説明
将来世代への徹底投資ということで、
えー、出産の無償化と教育の無償化

えー、まずですね、えー、今回の重点政策の最もトッ
プには、えー、将来世代への徹底投資ということで、
えー、出産の無償化と教育の無償化、えー、こちらの
ほうを、掲げさしていただきました。 えー、教育の無
償化については、言うまでなく、我々日本維新の会
が、結党当時から党是として、進めてきた最重要政策
で、えー、ございます。 えー、東京よりも早く、
えー、全国どこよりも早く、えー、まだ所得制限付き
ながら、教育の無償...

- -

20 説明のある話題
完全に無償で、え、出産が出来る世の中
を作って

え、そこで、多額の費用が掛かる、この出産費用につ
いては無償化を推し進めていく、ただ、無償化を叫ぶ
だけではなく、具体的には今回、この出産に掛かる医
療については保険適用にする、保険適用にすること
で、きっち...

←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→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）
出生率は非常に低下をして

話者A：危機もあいまって、今出生率は非常に低下を
しております。 え、子ども持つ、もちろんすべての
方々苦しい状況ですが、子育て世代も大変な経済的ダ
メージを受けている、ま、金銭だけが問題ではないこ
とは承知をしておりますが、子どもを産み、育てるた
めにですね、十分な経済環境が整ってないというのが
我が国の状況です。...

- -



21 説明のある話題 光熱費の負担軽減策

2枚目は、え、国民の最も高い関心事でございます、
景気対策、経済対策です。 え、大胆な減税と景気刺激
策による、物価対策を速やかに実行ということで、消
費税、ガソリン税の減税、社会保険料の減免、あるい
は今、...

←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 この実現を速やかに目指していく

ま、今の岸田内閣総理大臣、あの、昨日ね、決断とそ
して実行、実行、決断そして実現化、実行化、という
キャッチコピーを掲げましたけども、ま、なに、先ほ
どから言ってる通り、何もしないということで、あ
の、国民の負担軽減策も極めて不十分なものに留まっ
てると思います。 え、小手先のバラマキや補助金では
なくて、そもそもですね、国民の皆様からお金を集め
ずですね、手元にお金を返してあげて、景気や、え、
生活を支えていく...

- -

23 説明のある話題 社会経済活動と感染対策を両立

そして、3つ目です。 え、感染症対策と社会経済活動
ということで、コロナを、え、感染症法上の分類を2
類から5類へ、え、社会経済活動と感染対策を両立と
いうことを掲げさせていただきました。...

←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

↓

24→ 具体的説明 インフルエンザ並みの対応とする

え、この感染症対策も非常に長い間、議論になってま
いりましたが、え、コロナが、コロナ渦が始まって2
年以上が経過をして、ワクチンがだいぶ行き渡った、
え、治療法や、え、対処方法もだいぶ確立してきた、
え、こうした中でですね、やはり社会経済活動を正常
化していかなければいけない、これは吉村洋文副代表
も再三申し上げてることで、経済活動ももちろん重要
ですが、子どもたちの学校、ま、修学旅行や運動会、
学芸会、ま、こう...

- -

25 説明のある話題 安全保障の強化へ積極防衛能力の整備

4点目は外交安全保障、え、防衛の分野です。 ウクラ
イナ危機を受けた、安全保障の強化へ積極防衛能力の
整備と書かせていただきました。 で、まずは具体的に
はですね、防衛費、ま、慣習上GDP比1パーセント枠
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

↓

26→ 具体的説明 自衛隊の存在

ええしかし今回の参議院選挙で、憲法9条の改正とい
うことも、ええ公約に掲げます。 そして、さっきの、
ええ憲法審査会の中でも、ご披露したように、ええイ
メージ、条文イメージ、公表しましたが、自衛隊、こ
の自衛隊の存在をしっかりと、憲法9条に明記をする
というスタンスもお示しをさせていただきましたの
で、ええこうした憲法議論というのも、ニッポンイシ
ンノカイが先頭に立って、喚起をして参りたいとえ
え、考えております...

- -

28 説明のある話題 社会保障制度の抜本改革

ええ社会保障制度の抜本改革ということで、まあ持続
可能なセーフティネットを構築したいということで、
ええ半年、約半年前の衆議院選挙で、我々日本大改革
プランというですね、ええ最低所得保証制度、まあい
わゆるベ...

←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
危機に強い、ええセーフティネットを構
築していこう

キシダ内閣は、まあ勤労社会保険ということで、まあ
企業に全部、ええ企業の船にフリーランスも、ええ個
人事業主も、まあ全部何でもかんでも乗っけて、ええ
社会保障で、ええこうカバーしてこうと、いうような
構想は＊してますけど、実現の可能性は見えてこない
と。 ええそうした中で、我々はですね、ええこの社会
保障制度を、抜本的にメスを入れて、最低所得保証制
度、ええベーシックインカムのような制度を作ってで
すね、ええ持続...

- -

31 説明のある話題 議員特権の抜本的な見直し

そして今国会、大きなテーマとなっている、文書通信
交通滞在費、今名前が、名称変わって、調査研究広報
滞在費ですか、ええ、なりましたけども、このシト＊
公開、ヨウシュウショ＊の公開などは、未だ、実現は
見ており...

←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

↓

30→ 具体的説明
国会議員のテイスウとオウシュウを3割
削減

ええ6点目です、ええこれは我々の本当、＊でもあり
ます、政治と政治家の在り方を変える、身を切る改革
ということも最重要公約の1つとして、ええ掲げて、
ええおります。 で、国会議員のテイスウとオウシュウ
を3割削減する、これは結党依頼我々がお約束をして
いることで、実現しない間も、一定額の、ええ議員報
酬、あるいは期末手当は、自主カットをして、被災地
や医療機関に寄付を続けて参りました。...



- -

34 説明のある話題
国民の皆様の検証に耐えうる、えー、政
策集

えー、自民党ビフォー＊策、目先の微修正を繰り返す
自民党に対して、えー、抜本改革の政策集を作る事
で、えー、政権交代の選択肢として、えー、国民の皆
様の検証に耐えうる、えー、政策集となってると、
え、自負をし...

←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
自民党に取って代われる十分な内容を作
らなければ

もちろん今回の参議院選挙で一足飛びに政権交代は得
られませんが、まずは野党第一党そして自民党に代わ
る政権与党になるという事を目指しておりますから、
この政策体系も、えー、自民党に取って代われる十分
な内容を作らなければならないという事を目標に、先
の衆議院選挙から作り上げてまいりました。 で、今回
こうした新しい、えー、政治行政、外交安保、経済社
会、えー、国の形という事で構築をし、体系的に整理
をし、そして抜...

- -

35 説明のある話題 皆様に随時お伝えしていくような体制

で、マニフェストというのはですね、え、これは、あ
の、マニフェストという言葉がコノヨニ＊出てきた時
ですね、ま、発表した後にこのどこまで実現したの
か、えー、検証してくと。 え、検証にタエウル＊もの
をちゃん...

←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

↓

36 → 具体的説明 各論的な質問ですが3点

えー、マニフェストの発表をさせて頂きました。 それ
では質疑応答に入りたいと思います。 えー、社名と、
おー、ゆ、おさ、最初に、いー、言って頂いて、
えー、発言をお願い申し上げたいと思います。  話者
A：あ、すいません、東京新聞のオオノと申します。 
あの、各論的な質問ですが3点よろしくお願いいたし
ます。 んと、維新八策の103の所なんですけれども、
あの、ウクライナ危機を踏まえて安全性を確認した原
発は可能...

- -

38
説明の少ない話

題
現状では、原発は、え、再稼働をせざる
を得ない

話者A：＊とすれば、え、現下の状況では、＊原発の
再稼働には、ま、将来的にはフェードアウトというこ
とを、我々、掲げておりますけども、現状では、原発
は、え、再稼働をせざるを得ない、するべきであると
いう政治...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

39
説明の少ない話

題 出産育児バウチャーというものガ＊発行

で、で、最後が、えー321番ですね、えー321番＊
と、よ、3、2、1、あ、出産一時金ですが、えーこれ
はあの出産が、医療が保険適用されまして、えーそし
てあのわれ＊が主張する出産育児バウチャーというも
のガ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

40 説明のある話題 我々野党にも、大きな責任があります

話者A：すいません、あの朝日新聞のコテガワです。 
えっとババ代表に、あ、えっとお伺いしたいんですけ
れども、えっとー先ほど、フジタさん、オダキタ＊さ
んからもお話あったんですけれども、えっと新しい政
治行政...

←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

↓

41→ 具体的説明
我々はですね、正々堂々と政権交代を目
指す

特に、今の野党第1党、立憲民主党はですね、えーあ
りもしない、いい、政策を、おお、打ち出してです
ね、えー国民が聞いても、それ、できるのんと、いう
ような事しか言わないと。 一体、いい、肝心なことに
ついては、もうどういう考えをしてるのか、よく分か
らないという状況になっています。 まあしたがって、
えー野党に任せてもだめだから、ああ、自民党、岸田
内閣に、いい、ゆだねてみようという消極的支持が、
今、多いという...

- -

42
説明の少ない話

題
マツイ、ヨシムラという二人体制のです
ね、ポスターをずっと使って

もう1問、えっとお伺いさせてください。 あの、ポス
ターのデザインについて、お伺いしたいんで、ヤナガ
セ会長になりますかね？ え。  話者A：えっと、普通
一般的にあの、ポスターというと、ま、代表一人の写
真...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



43
説明の少ない話

題 すなわち可処分所得を増やしていく

他、いかがでしょうか？ あ、じゃあ、前でお願いしま
す。  話者A：関西テレビのハラと申します。 ババ代
表にお伺いします。 出産の無償化、教育の無償化と、
将来世代への投資を一番に持ってきたことが、どう
言...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

44 説明のある話題
自民党ではできない、ま、そういう改革
をやっていく

話者A：はい、他いかがでしょうか？ あ、じゃあ奥
の。  話者A：日経新聞のイマイと申します。 ババ代
表にお伺いします。 えー、この公約の中身をみている
とですね、出産教育の無償化、まあ、子育て世代向
け、...

←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

↓

45→ 具体的説明
原点に立ってこれからもそういう政策を
進めて

実際、そのキョウイク＊の無償化はこれまでも、ま、
我々が憲法改正項目に出せばですね、いや、それは法
律でできると言われましたけれども、なかなかその法
律もどこからも出てきませんし。 ま、あの、え、実現
感は全くないということですから、ま、あの、納税者
の皆様方が今どう考えているか、マツイ代表もよく言
います、普通の国民はどうトラマエテ＊いるかと。 そ
ういう視点に立った政治を、おお、やっていくのがこ
れからの政党...

- -

48

説明のある話題
国民を守るための、ま、抑止力として、
え、こういう防衛力

ま、今まであの、平和なんで、え、非核三原則とか核
のシェアリングについても議論することすら、ま、禁
じられてきましたけれども、国民側の方が本当に大丈
夫なんだろうかと、中国がもし武力による、ま、現状
変更を開...

←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
カクキョウイ＊を含めたカクダイヨクシ
ギロン＊のカイシ

話者A：キョウドウツウシン、スズキです。 ＊ババ代
表に伺います。  あの、安保の部分なんですけれど
も、ま、あの、カクキョウイ＊を含めたカクダイヨク
シギロン＊のカイシ＊でありますとか、ま、あと中距
離ミサイルの配備等々含めてですね、かなり、あの、
ま、ゲンカ＊のそのウクライナ情勢を受けてかなり踏
み込んだ内容だとは思うんですけれども。 この、ま、
ただその一般有権者の中には、その、これに関して、
ま、懸念の声...

- -

50

説明のある話題
首都法、副首都法というものもですね、
えー、議論

今、あの、政調の方でも継続的にですね、それを実行
するための、まあ、方策、たとえば首都法、副首都法
というものもですね、えー、議論をやっていただいて
います。 まあ、あの、今回それをですね、この重点政
策の中...

←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

↓

49

→ 具体的説明
統治機構改革という山頂は、山の頂は絶
対に諦めません

ババ共同代表にお伺いいたします。 えー、これまでの
維新ですと、やはり統治機構改革、地域分権の推進と
いうものがおそらく1丁目1番地ということでかなりプ
ライオリティの高いところに入ってきてたと思うんで
すが、今回のこの6つの改革の中にその、ち、地方分
権等々が、まあ、含まれていない。 もちろん8策の中
には入っていてこの旗を降ろしたわけではないという
ことはよく分かるんですけれども、これはやはり自民
党に代わる...

- -

51

説明の少ない話
題

ロシアとの新たな外交関係についてはゼ
ロベースで抜本的な見直し

話者A：もう一点よろしいですか？ ええと、これ政策
なんですが110番、外交周辺国の辺りですが。 えー、
ロシアとの外交関係についてはゼロベースで抜本的な
見直しという表記がございます。 えー、ロシアに関
し...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

56

説明のある話題
親族とか、ま、家族の方、どこまで広げ
ていくのか

で、その中で、たしかに、あの、ご指摘の通り、ま、
親族とか、ま、家族の方、どこまで広げていくのかと
いうのは、えー、さまざま議論があるとこであると思
います。 まずは、党内では本人というところで、ま、
あの、...

←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

↓



53

→ 具体的説明
家族が外国人の場合の、その国籍の公表
が

例えば、あの、警察とかですね、あの、防衛関係の方
なんかは、あの、配偶者のブ＊外国人の例っていうの
が、ちょっと、あの、ま、えー、国家機密に関与する
場合に非常に問題になると思いますが、なんでこれ、
配偶者の国会、要するに、家族の、おー、ま、あの、
かぞ、家族が外国人じゃいけないというのではなく
て、ま、家族が外国人の場合の、その国籍の公表がこ
れちょっとないと、本人だけというのはなぜなのかと
いうことと。...

55

→ 具体的説明
党内でも議論をして、こうした公約を掲
げ

話者A：じゃ、あの、＊私からお答えさせていただき
ます。 えー、まず、あの、国籍についてですが、ま、
こちらは、あの、前回の衆議院選挙のマニフェストの
時から加わったものでありまして、ま、背景としては
ですね、ま、当時あったミンシン党ですかね、の代表
の方の国籍問題っていうが発覚した時に、ま、なかな
かそれは由々しき問題であろうということで、党内で
も議論をして、こうした公約を掲げさせていただきま
した。...

- -

57

説明のある話題
官僚のほうとも、えー、詰めていくこと
になる

えー、で、また、この101番のですね、ま、がい、経
済安保の部分について、ま、これ取引等どう規制して
いくかというような具体論はさまざまあると思いま
す。 で、今WTOっていうお話がありましたが、ま、
WTO...

←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

↓

54

→ 具体的説明
厳格に規制を強化するという、もう少し
踏み込んだようなものは

あとですね、えっと、えー、101番の、要するに、そ
の、最近、ま、あの、防衛施設周辺とか国境離島など
の土地等が、ま、外国人、外国人、外国企業で、
えー、ま、購入されている、北海道とか、ま、あの、
東京の都内の、おー、山林の事例もあります。 これに
ついて、ま、あの、取引等に厳格に規制を強化すると
いう風にありますが、これWTOの規制が、あの、成約
がかかると思うんですけども、特に中国との場合は、
あの、日本にお...

- -

59

説明のある話題
世界に向けて言ってしまえば、私はそれ
だけで抑止力

話者A：まあ、あの、現実的な問題、いー、として、
我々、えー、外交安全保障というの、考えてきまし
た。 まあ、あの、そういう観点で見るとですね、
えー、非核三原則、うー、持たず、作らず、持ち込ま
せずと、おー...

←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

↓

58

→ 具体的説明
岸田政権との違いを維新としてどう打ち
出していくか

話者A：ジジツウシンのキダです。 ええと、ババ代表
にお伺いします。 先程のキョウドウツウシンさんの質
問とも少し重複するのですが、ええと、岸田総理はで
すね、核共有に否定的な考えを示す等、自民党の中で
も比較的リベラルなスタンスを外交安全保障の分野で
取っていると思います。 この分野において、岸田政権
との違いを維新としてどう打ち出していくかというの
をお聞かせください。...

60

→ 具体的説明 人間同士の喧嘩と一緒

あの、ま、人間同士の喧嘩と一緒ですよね。 もう、絶
対に、その、私は手を出さないと、殴るんだったら
殴ってくださいということを言えばですね、相手も、
ああ、それならやってやろうかということに、いー、
なりかねない。 そういう危険性は、あー、自ずと上が
ると思いますんで。  えー、私たちは、その、現実的
な、あー、視線で、視点で、えー、この、まあ、
あー、安全保障についても、おー、考えています。 
ま、あの、岸田さ...

- -

63

説明のある話題
実行したことが、あー、府議会議員の定
数2割カット、報酬3割カット

話者A：はい、あの、まず、身を切る改革ですが、こ
れは、あの、おー、維新の会の、も、本当の原点で
す。 あの、維新の会が、あー、最初に、いー、実行し
たことが、あー、府議会議員の定数2割カット、報酬3
割カッ...

←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

↓

61

→ 具体的説明
身を切る改革というのはね、あの、ど
う、今なってるのか

話者A：えー、ファクター、ファクターのミヤジマで
す。 あの、維新と言えば、やっぱり、身を切る改革と
いう、ま、これが大変な、あれ、スローガンだと思う
んですけど、ま、今回は敢えて改革として、えー、ま
あ、書いてありますけどね、かなり小さくなったんで
すけど、少しこれが流行らなくなったというかです
ね、えー、少し飽きたと、そういう印象があるのかど
うか、その身を切る改革というのはね、あの、どう、
今なってるのか、...

- -



64

説明のある話題
できるだけ増額をして、え、自分たちを
守る、その予算を

あとまあ、あの、積極防衛能力については、まあ、
おっしゃるように、いい、先ほども私からも申し上げ
ましたが、やはり、あの、自分の国は自分で守るとい
う、その体制をもっと固めないとですね、ええ、アメ
リカが必ず...

←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

↓

62

→ 具体的説明 戦う人をどういう風に培っていくか

それから、＊、伺いたいのは、やっぱり、この積極、
うー、ぼう、うー、積極、え、何ですか、言葉があり
ますね、積極、うー、積極防衛ですか。 えー、この言
葉なんですけど、これはいわゆる、まあ、盾と矛とい
う言葉がありますけどね、その矛の部分に踏み込んだ
ということだと思うんですけど、ま、それは敢えてそ
ういう言葉で積極防衛とオシタ＊、その辺のところが
どうなってるのか。 から、まあ、もちろん防衛で、
えー、あの、自...

65

→ 具体的説明
防衛力の増強というのはやっていかなけ
ればならない

で、まあ、あ、実際、人がいるのかというのはおっ
しゃる通りで、ええ、ま、防衛大学も最近は任官する
方がですね、え、非常にまあ、ああ、低下をしてきて
いるという悩みも聞かしていただいていますが。 ま
あ、あの、全国で、ええ、自衛隊の中央連絡所があっ
て、ええ、ま、われわれが関与している自治体につい
てはですね、え、こういった住民基本台帳の、お、ま
あ、開示とかですね。 ええ、自衛隊の、お、隊員を集
めるためのサポー...

- -

68

説明のある話題
調査会の元でですね、え、議論を行って
きました

まあ、あの、おお、憲法9条の問題についても、これ
あの、長らくですね、党の、おお、国会議員団の、ま
あ、ああ、憲法、お、調査会の元でですね、え、議論
を行ってきました。 まあ、あの、お、今回、いい、こ
のウク...

←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

↓

67

→ 具体的説明 多くの国民の方が気付いておられる

話者A：まあ、野党第一党の立憲民主党はですね、え
え、冒頭にも申し上げましたが、ああ、非常にデリ
ケートな問題については考え方を一切述べない、え
え、党内で、え、議論をして結論を出すということも
やらないということは、もう多くの国民の方が気付い
ておられると思います。 従って、ええ、われわれは繰
り返しになりますが、国民の皆さん方が不安に思って
おられること、不満に思っておられること。 そういう
ことを的確に、い...

- -

70

説明のある話題 重点政策の方が、よ、保障ですね

重点政策の方が、よ、保障ですね。 えー、これはワー
ド1の方が正しいという、か、ことですね。 はい、そ
ちらの方に、すいません、これは、えー、み、ミスな
ので、え、合わせて直したいと思います。 はい。  
話...

←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

↓

69

→ 具体的説明
補欠の補になってるんですけど、どっち
ですか？

話者A：ろうかという、うー、大きな不安をお持ちに
なられているという判断の下でですね、えー、はっき
りとした方針を打ち出したと、そういうことでござい
ます。  話者A：すいません、キョウドウ、スズキで
す。 あの、オオトキサ＊さんに伺います。 あの、す
いません、ワーリングの問題なんですけれども、あ
の、177番の、あの、ベーシックインカムの、あの、
最低所得保障制度この、ここの保障、安全保障の保障
なんですけれ...

- -

73

説明のある話題
委譲の方に、この委ねる方に、えー、統
一

話者A：なんか、あの、ど、どちらに統一するとかい
う、もし党としてお考えがあればと思ったんですけ
ど。  話者A：はい。 これは、あの、委譲の方に、こ
の委ねる方に、えー、統一していきたいと思います。  
話...

←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

↓

71

→ 具体的説明
地域に委譲するの委の字なんですけど
も、これは移す

話者A：＊ございますか？  話者A：あ、すいません。 
マイニチ新聞のヒグチと申します。 あの、同じような
ことで恐縮なんですけれども、このワード1の8ペー
ジ、い、中央集権の、こう、限界を突破すると書いて
あるところ、四角の上の方、人物金を地域に委譲する
の委の字なんですけども、これは移す？  話者A：これ
移すですね、ありがとうございます。 コベツ＊教えて
いただきまして、すいません。  話者A：ありがとう...

72
→

心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

委託の委なんで、これでも意味は通りま
すね

話者A：あ、でもこれ移譲＊いじょう、あ、でもこれ
委託の委なんで、これでも意味は通りますね。 なので
大丈夫ですね。 はい。...

- -



75

説明の少ない話
題

推薦という形で福井県のササオカカズヒ
コさん

で、あの、加えて本日は、あの、ま、我々の党として
の対応としては珍しいんですが、推薦という形で福井
県のササオカカズヒコさんに、えー、推薦という形で
選挙区の、おー、選挙対応をしたいという形で、今日
発表をさ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -



プレゼン全体を振り返ろう

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

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

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1

今回の参議院選挙
を戦う、あの、ポ
スター、ああ、の
発表

【自分】はい、えー、皆さん、えー、こんにちは。 えー、大
変お待たせをいたしました。 えー、今日はですね、あの、マ
ニフェスト、おお、そして、えー、今回の参議院選挙を戦
う、あの、ポスター、ああ、の発表をさせていただきたいと
いうふうに思います。 それではまず最初に、あの、馬場共同
代表からご挨拶を申し上げます。 よろしくお願いします。

起点となる話題

2

告示まで3週間と
いうことに、い
い、なってまいり
ました

【自分】はい。 えー、皆さん、こんにちは。  
【自分】コンニチハ＊。  
【自分】えー、大変おいそ、お忙しい中、ああ、皆さま方に
はお集まりをいただきまして、えー、心から厚く御礼を申し
上げたいと思います。  えー、いよいよ、おお、告示まで2週
間と、おお、いうことに、いい、あ、2週間ちゃいますね、
告示まで3週間ということに、いい、なってまいりました。

[1]「今回の参議
院選挙を戦う、

あの、ポス
ター、ああ、の
発表」について
の具体的説明

3

今の岸田内閣、う
う、昨日も申し上
げましたが、無策
無敵内閣

えー、まあ、ああ、この、夏の熱い、い、戦いということで
ございますが、ああ、昨日私も、お、予算委員会で、えー、
質問に立たせていただきましたが。 まあ、あの、今の岸田内
閣、うう、昨日も申し上げましたが、無策無敵内閣という、
まあ、ネーミングをされておられる方がいらっしゃって、
えー、まあ、ああ、予算委員会の質疑を聞いていただいても
ですね、なかなかこう、おお、こちらも悪いのかも分かりま
せんが、ああ、この、暖簾に腕押しのような、あ、まあ、答
弁を繰り返されるということでですね、えー、参議院選挙が
終わるまではとにかくもう、当たり障りのない、いい、道
を、お、進んでいこうというのが、ああ、まあ、ああ、丸分
かりの、お、ま、予算委員会ではなかったかなというふう
に、い、思います。

[5]「連立与党の
ですね、えー、
過半数割れを、
おお、目指して
いく」について
の理由・ニーズ

4
危機的な、ああ、
状況にある

ただ残念ながら、この日本の内外を取り巻く、うう、いろん
な、ああ、問題、これは、ああ、待ったなしという状況でご
ざいます。 えー、岸田内閣が、当たり障りのないことをやり
続けてもですね、えー、そういった、ああ、数々の問題は、
ああ、自ずと、お、前へ進んでいってしまうという、非常に
私は、ああ、危機的な、ああ、状況にあるのではないかなと
思います。

[3]「今の岸田内
閣、うう、昨日
も申し上げまし
たが、無策無敵
内閣」について
の具体的説明

5

連立与党のです
ね、えー、過半数
割れを、おお、目
指していく

ま、この、おお、岸田内閣、自民党一強、こういうことを、
お、生み出したのは、われわれ野党にも大きな責任があるわ
けでございまして、えー、まあ、そういった、ああ、反省に
立った上でですね、えー、この参議院選挙、おお、ま、自民
党、おお、おお、連立与党のですね、えー、過半数割れを、
おお、目指していくと。 おお、そこに追い込んでいくため
に、い、この、夏の熱い戦いを、おお、おお、一致団結して
頑張っていきたいというふうに思います。

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 候補者の擁立をほ
ぼ終えている

あの、今日現在でですね、えー、参議院候補のほうも、
えー、44、44名まで、えー、きております。 まあ、あの、
最終1、2名の、おお、増減が、ああ、あるかも分かりません
が、まあ、ああ、その、お、レベルで、えー、候補者の擁立
をほぼ終えているというところで、えー、ございます。

起点となる話題 ✔

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



7

女性の擁立につい
ても、おお、恥ず
かしくない、い、
数字

うち、女性がですね、えー、33ぱー、35パーセントというこ
とで、えー、まあ、他党に比べても、おお、この、女性の擁
立についても、おお、恥ずかしくない、い、数字になってる
のではないかなというふうに思いますし。 えー、我が党は今
回からですね、えー、女性が、ああ、まあ、ああ、選挙前の
活動、また、ああ、選挙時の活動、これに対する、うう、ま
あ、金銭的な、ああ、経済的なサポートを、おお、やってい
くと、おお、いうことでですね、えー、ベビーシッター代で
あるとか、一時保育の、おお、保育料、お、こういうものを
ですね、えー、党のほうで、えー、カバーをさせていただく
という、より女性が、ああ、政界に進出しやすい、ま、そう
いう、うう、制度も、お、構築をしてですね、えー、この戦
いを、おお、進めていきたいというふうに、いい、思いま
す。

[6]「候補者の擁
立をほぼ終えて
いる」について
の具体的説明

8

スローガンも含め
て、えー、皆さま
方に、い、ご披露
させていただきた
い

まあ、あの、後ほど、おお、ポスター等も、おお、ご覧いた
だいてですね、えー、今回のスローガンも含めて、えー、皆
さま方に、い、ご披露させていただきたいと思いますので、
え、ど。  
【自分】どうかよろしくお願いを申し上げます。 私からは以
上です。  
【自分】はい、ありがとうございました。

[1]「今回の参議
院選挙を戦う、

あの、ポス
ター、ああ、の
発表」について
の具体的説明

9

我々がしっかりと
頑張らないといけ
ないという決意を
新たに

えー、じゃあ引き続きましてフジタ幹事長から、あの、ご挨
拶をいただきたいと思います、お願いします。  
【自分】えー、皆さん今日はどうもありがとうございます。  
えっと、あの、ま、あの、ババ代表からあったように、あ
の、ま、あんまり争点のない国会、そして無策無敵内閣と言
われておりまして、ただ、この支持率が非常に高止まりして
いるという状況は、もう本当に私たちも力のなさをですね、
あの、やっぱり痛感して、我々がしっかりと頑張らないとい
けないという決意を新たにしてるわけでありますけれども。

[10]「大きな武
器として皆様に
発表したい」に
ついての具体的

説明

10 大きな武器として
皆様に発表したい

あの、我々が今回、今日発表させていただく政策集、そして
マニフェストはですね、あの、国民の皆さんにしっかりとこ
れを訴えることで、そしてまた我々のこれまでの大阪を中心
とした実績や取り組みを見ていただくことで、政権担当能力
がある、そして期待ができる政党であるということを高らか
に示して、そして真正面から戦う、そういう選挙にするため
の、あの、大きな武器として皆様に発表したいというふうに
思います。

[11]「政権担当
能力充分だとい
うふうに言って
いただけるよう
な、あの、そう
いう仕上がりに
なった」につい
ての理由・ニー

ズ

11

政権担当能力充分
だというふうに
言っていただける
ような、あの、そ
ういう仕上がりに
なった

あの、立憲民主党または共産党の連合軍ではなく、野党で自
民党と本当の意味で本質的な勝負ができるのは我々であると
いうことを、政治姿勢もそうですけれども、今日発表させて
いただく政策、この面においてもですね、あの、政権担当能
力充分だというふうに言っていただけるような、あの、そう
いう仕上がりになったと、あの、自信を持って今日発表させ
ていただくことになりました。 あの、詳しいことは、えー、
政調会長、そして広報的なことは総務会長から発表させてい
ただきますが、今日はあの、本当にお集まりいただいてあり
がとうございます、よろしくお願いをいたします。  
【自分】はい、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。

12
参議院選挙のス
ローガンは、改革
そして成長

それではポスター発表の準備をお願い申し上げます。 【無音
02：23まで】。  【他の話者】ちょっとBGM流して＊。 な
いですね、はい、どうぞ。  
【自分】はい、今回の参議院選挙のポスター、皆様方にご覧
いただきます。 えー、合わせて、えー、このポスターに書か
せていただいておりますスローガン、この参議院選挙のス
ローガンは、改革そして成長でございます。 えー、ま、改革
そして成長というのはですね、えー、ま、わが党が身を切る
改革をはじめとして行財政改革を積み重ねて、えー、そし
て、えー、果実を生み出して、それを将来への投資に回して
きたと、ま、キシダ総理は分配と成長ばかりを言っておりま
すけれども、我々はその前に改革ありき、えー、改革をして
成長する、改革をして分配をすると、こういう政策を大阪を
中心にやってまいりましたので、いよいよこの大阪スタイル
の政治行政、これを国のほうでも行う、えー、全国に、全国
の自治体に広げていくと、そういう強い思いをですね、
えー、ま、表している言葉であります。 えー、昨日の予算委
員会でもありましたように、えー、やはりこの物価高の中
で、えー、賃金をはじめとする成長戦略を。

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。



13
全ては、身を切る
改革から

【自分】着実に実行していかないと、＊、分配という道には
つながらないと。 改革なくして、成長なし、改革なくして、
分配なしということでございます。  
【自分】はい、ありがとうございました。  え、今回の
キャッチコピーは、改革、そして、成長と。 ええ、下の方
の、あの、日本維新の会のロゴの、＊、ロゴの上にはありま
すけれども。 全ては、身を切る改革からと、＊、これも非常
に重要な、私たちの、お、フレーズでございますので、こち
らの方にもご注目いただければというふうに思います。 え
え、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 じゃ、ポスターを後
ろの方に。  
【自分】集合写真。  
【自分】あ、じゃ、集合＊。

[12]「参議院選
挙のスローガン
は、改革そして
成長」について
の具体的説明



14 最初に、集合写真
撮りましょうか

【自分】じゃ、最初に、集合写真撮りましょうか。  
【自分】マスク取っていいですか？  
【自分】マスク取ります。  
【自分】じゃ、マスク取らせていただきます。 マスク取らせ
ていただきます。 あの、どこのカメラ見たらいいかわかんな
いんで、指示してください。  
【自分】もうちょっと下がってもらっていいですか？  
【自分】ちょっと待って下さい。 今椅子さげ、机さげます。  
【自分】＊トッテカラ＊。  
【自分】なんか、大変＊。  
【自分】あ、結構＊、難しいですか？  
【自分】ヤバイデス＊。  
【自分】ヤバイデスカ＊？  
【自分】ヤバイデス＊。  
【自分】もうちょっとタテラレマスカ＊？  
【自分】すいません、反射が結構＊。  
【自分】＊。  
【自分】ア＊、アレデスネ＊。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】これくらいでよろしいですか？  
【自分】はい、ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】じゃ、お願いします。  
【自分】＊。  
【自分】前、前。  
【自分】＊。  
【自分】で、もうちょっと、あの、寄っていただけますか、
＊の方に。 ありがとうございます。  
【自分】コッチ＊お願いします。  
【自分】こっちお願いします、はい。 ありがとうございま
す。  
【自分】正面の方、お願いします。  
【自分】すいません、ここ、お願いします。 ＊、スマホを、
前の＊。 お願いします。 サイコウ＊です。  
【自分】お願いします、すいません。  
【自分】はい。  
【自分】大丈夫ですか？  
【自分】もう一度こちらの方、お願いしてヨイ＊ですか？ あ
りがとうございます。  
【自分】あ、＊、すいません、政策発表の紙、持ってもらっ
てもいいですか？  
【自分】これ、これか。  
【自分】はい。  
【自分】全員が？  
【自分】＊。  
【自分】＊。  
【自分】＊、宜しくお願いします。 あ、ありがとうございま
す。  
【自分】あ、じゃ、こちらもお願いします。 ありがとうござ
います。 ありがとうございます。  
【自分】はい。  
【自分】＊。  
【自分】＊。  
【自分】あ、すいません、こちらも＊お願いします。 ＊さ
ん、ちょっとマイテ＊。  
【自分】はい。  
【自分】＊、ちゃんと持って。  
【自分】わかりました。  
【自分】ちゃんと持って。  
【自分】じゃ、まずは、ホッタサン＊で。 はい。 いいです
が、ホッタ＊さん次撮っていい？  
【自分】はい。  
【自分】はい、すいません、こっちいきます。 はい。 ＊。  
【自分】大丈夫ですか？  
【自分】＊。  
【自分】ナカマツさん＊。  
【自分】はい。  
【自分】＊。  
【自分】はい、そしたら、そろそろ写真はよろしいでしょう
か？  
【自分】はい、ありがとうございます。  
【自分】はい。  
【自分】はい、＊ありがとうございました。  
【自分】ちょっと待って＊。  
【自分】失礼します。  
【自分】ちょっと＊。 先生、後ろの真ん中に居てください。  
【自分】＊後ろの真ん中に＊。  
【自分】はい。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊、＊さん、＊大丈夫？  
【自分】＊大丈夫です。  
【自分】＊。  
【自分】はい。  
【自分】＊。  
【自分】はい、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。



15
マニフェストの発
表をさせていただ
きたい

えー、引き続きまして、あの、マニフェストの発表をさせて
いただきたいと思います。 えー、それでは、オトキタ政調会
長から、えー、ご報告をさせていただきます。 どうぞ、よろ
しくお願いします。  
【自分】＊。  
【自分】いや、良いです。 ここ、ここを変えます。  
【自分】ここを変えましょう＊。 あの、＊。  
【自分】＊。  
【自分】＊私がじゃあ。  
【自分】＊真ん中に＊パスして＊。  
【自分】＊。  
【自分】あ、そうですね。 ＊＊＊。  
【自分】＊。

[16]「改革を目
指していくため
の6つの重点政策

を、本日は発
表」についての

具体的説明

16

改革を目指してい
くための6つの重
点政策を、本日は
発表

【自分】では、少し、あの、距離があるので、マスクを外し
てお話をさしていただきます。 えー、皆様、改めて、お集ま
りいただきまして、ありがとうございます。 えー、日本維新
の会、えー、トウ＊政調会長を務めております、えー、参議
院議員のオトキタシュンです。 えー、先程、ババ共同代表か
ら発表もありましたとおり、えー、今回の我々のテーマは、
えー、改革、そして、成長ということで、えー、こちらの、
えー、キャッチコピー、えー、テーマに沿って、6つの重点
政策、ま、我々、維新八策ということで、政策体系は8つ
に、えー、構築をさしていただいておりますが、その中から
取り分け、今回の参議院選挙で、えー、実行を目指してい
く、えー、改革を目指していくための6つの重点政策を、本
日は発表さし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。

17
簡単に1つずつ、
ご説明をさしてい
ただきたい

で、まあ、1番からですね、えー、出産の無償化、かける、
教育の無償化。 2番、大胆な減税と景気刺激策による、
えー、物価対策。 あるいは、コロナを2類から5類へと。 
えー、積極防衛能力の整備。 抜本的社会保障制度改革。 そ
して、身を切る改革と。 えー、6つのメニューをご用意さし
ていただきましてので、えー、簡単に1つずつ、ご説明をさ
していただきたいと思います。

[16]「改革を目
指していくため
の6つの重点政策

を、本日は発
表」についての

具体的説明

18

将来世代への徹底
投資ということ
で、えー、出産の
無償化と教育の無
償化

えー、まずですね、えー、今回の重点政策の最もトップに
は、えー、将来世代への徹底投資ということで、えー、出産
の無償化と教育の無償化、えー、こちらのほうを、掲げさし
ていただきました。 えー、教育の無償化については、言うま
でなく、我々日本維新の会が、結党当時から党是として、進
めてきた最重要政策で、えー、ございます。 えー、東京より
も早く、えー、全国どこよりも早く、えー、まだ所得制限付
きながら、教育の無償化を、いの一番に実現してきたのは、
我々日本維新の会、ま、大阪で実現してきたという自負を
持っております。  えー、これを、更に更に、前に進めてい
く、えー、所得制限のない完全教育無償化を日本全国で、
えー、ジッショウ＊していく。 えー、これは、引き続き、高
らかに掲げていく所存でございます。 それに加えて、今回、
目新しい政策としては、出産費用の無償化です。 ま、新型コ
ロナの。

[16]「改革を目
指していくため
の6つの重点政策

を、本日は発
表」についての

具体的説明

19
出生率は非常に低
下をして

【自分】危機もあいまって、今出生率は非常に低下をしてお
ります。 え、子ども持つ、もちろんすべての方々苦しい状況
ですが、子育て世代も大変な経済的ダメージを受けている、
ま、金銭だけが問題ではないことは承知をしておりますが、
子どもを産み、育てるためにですね、十分な経済環境が整っ
てないというのが我が国の状況です。

[20]「完全に無
償で、え、出産
が出来る世の中
を作って」につ
いての理由・

ニーズ

20
完全に無償で、
え、出産が出来る
世の中を作って

え、そこで、多額の費用が掛かる、この出産費用については
無償化を推し進めていく、ただ、無償化を叫ぶだけではな
く、具体的には今回、この出産に掛かる医療については保険
適用にする、保険適用にすることで、きっちり上限金額に
キャップをはめて、更にプラスで、え、出産育児バウチャー
という形で、え、子どもたちの子育てのために使うバウ
チャー、十分な金額を支給して、これを組み合わせることで
実質的に、え、完全に無償で、え、出産が出来る世の中を
作っていくと、これはですね、一つの大きな政策、公約とし
て掲げて、今回の参議院選挙戦って参りたいと考えておりま
す。 え、2枚目に参ります。

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。



21 光熱費の負担軽減
策

2枚目は、え、国民の最も高い関心事でございます、景気対
策、経済対策です。 え、大胆な減税と景気刺激策による、物
価対策を速やかに実行ということで、消費税、ガソリン税の
減税、社会保険料の減免、あるいは今、大阪市では既に実行
しましたが、水道料金など、この光熱費の負担軽減策、ま、
こうしたものを掲げさ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。

22 この実現を速やか
に目指していく

ま、今の岸田内閣総理大臣、あの、昨日ね、決断とそして実
行、実行、決断そして実現化、実行化、というキャッチコ
ピーを掲げましたけども、ま、なに、先ほどから言ってる通
り、何もしないということで、あの、国民の負担軽減策も極
めて不十分なものに留まってると思います。 え、小手先のバ
ラマキや補助金ではなくて、そもそもですね、国民の皆様か
らお金を集めずですね、手元にお金を返してあげて、景気
や、え、生活を支えていく、そのためにはシンプルに、しょ
うひげ、消費税の時限的に減税や、あるいはガソリン税、今
非常に高いガソリン税、こうしたものも大胆に減税をしてい
く、社会保険料についても、ま、企業、中小企業の大きな負
担になっていますし、ま、現役世代の負担にもなっている、
え、こうした社会保険料は減免する、ま、そして、え、電気
ガス水道、水道料金は先ほど申し上げたように、大阪市は
7、8、9月の3か月実現いたしますが、え、光熱費についても
負担を軽くしていく、ま、こうした内容は我々、国民負担軽
減法案という形で、え、今国会にも提出をしておりますけ
ど、この実現を速やかに目指していくことを、え、公約の第
2の柱、重点政策の2つ目の柱に掲げさせていただきました。

[21]「光熱費の
負担軽減策」に
ついての具体的

説明

23 社会経済活動と感
染対策を両立

そして、3つ目です。 え、感染症対策と社会経済活動という
ことで、コロナを、え、感染症法上の分類を2類から5類へ、
え、社会経済活動と感染対策を両立ということを掲げさせて
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。

24
インフルエンザ並
みの対応とする

え、この感染症対策も非常に長い間、議論になってまいりま
したが、え、コロナが、コロナ渦が始まって2年以上が経過
をして、ワクチンがだいぶ行き渡った、え、治療法や、え、
対処方法もだいぶ確立してきた、え、こうした中でですね、
やはり社会経済活動を正常化していかなければいけない、こ
れは吉村洋文副代表も再三申し上げてることで、経済活動も
もちろん重要ですが、子どもたちの学校、ま、修学旅行や運
動会、学芸会、ま、こうしたイベントが長らく行われていな
い、ま、こういう社会活動も停止していることは、ま、この
日本社会にとって大きな損失であると、え、そのためです
ね、我々今回公約に、ま、2類かい5類へと、ま、インフルエ
ンザ並みの対応とすることで、え、例えば、濃厚接触者の隔
離、濃厚接触者の隔離は原則撤廃をして、社会経済活動を
しっかり活性化をして、感染症対策と経済活動、社会経済活
動を両立をしていく、これを強く打ち出して、え、社会にで
すね、え、この議論、え、この議論をしっかり喚起をして、
え、そして、この実現をして参りたいというふうに考えてお
ります。 え、後編の4点目に、え、参ります。

[23]「社会経済
活動と感染対策
を両立」につい
ての具体的説明

25
安全保障の強化へ
積極防衛能力の整
備

4点目は外交安全保障、え、防衛の分野です。 ウクライナ危
機を受けた、安全保障の強化へ積極防衛能力の整備と書かせ
ていただきました。 で、まずは具体的にはですね、防衛費、
ま、慣習上GDP比1パーセント枠と、ま、これは存在しない
と政府は答弁するものの、事実上まだ1パーセント前後に防
衛費が留まってる状況でございますが、え、こうしたのは撤
廃をして、ま、目安としては我々は2パーセントとかか。  
【自分】挙げさせていただきましたが、必要に応じて、ええ
しっかりと増額をして、防衛力を、強化をしていく、ええ、
そうした、そうした中でですね、やっぱり憲法改正にも、正
面から挑まなければいけないということで、我々ニッポンイ
シンノカイは、これまで憲法改正は、ええ我々の改正案とし
て、教育の無償化、トウチ＊改革、憲法裁判所の設置と、い
う3点をこれまで掲げておりまして、憲法9条については、え
え改正するというところに踏み込んでまいりませんでした。

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。



26 自衛隊の存在

ええしかし今回の参議院選挙で、憲法9条の改正ということ
も、ええ公約に掲げます。 そして、さっきの、ええ憲法審査
会の中でも、ご披露したように、ええイメージ、条文イメー
ジ、公表しましたが、自衛隊、この自衛隊の存在をしっかり
と、憲法9条に明記をするというスタンスもお示しをさせて
いただきましたので、ええこうした憲法議論というのも、
ニッポンイシンノカイが先頭に立って、喚起をして参りたい
とええ、考えております。

[25]「安全保障
の強化へ積極防
衛能力の整備」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

27
攻められないため
の防衛力

で、攻められないための防衛力ということで、この積極防衛
能力、これはマツイ市長代表が発言していることですが、え
えこの軍事の、いわゆる防衛力だけにとどまらずですね、経
済安保やそく、食糧安保、エネルギー安保、まあこうしたも
のを含めた、まあ要はハイブリッドセンとも呼ばれますけど
も、まあこうしたものをしっかりと強化をしていく、まあ経
済安保については、例えばジミントウさんは、まあ友党のコ
ウメイトウさんに気を遣ったこともあると思いますが、まあ
罰則というものを、実行力のある罰則を設けなかった。 まあ
こういうジミントウ与党が、二の足を踏んでできないことも
ですね、我々ニッポンイシンノカイが積極的に後押しをして
ですね、リードをしていくと、まあこうした政策もしっかり
と、掲げて訴えて参りたいと考えております。 ええ5点目で
す。

[26]「自衛隊の
存在」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

28
社会保障制度の抜
本改革

ええ社会保障制度の抜本改革ということで、まあ持続可能な
セーフティネットを構築したいということで、ええ半年、約
半年前の衆議院選挙で、我々日本大改革プランというです
ね、ええ最低所得保証制度、まあいわゆるベーシックインカ
ム、ええこうしたものを基軸としてですね、ええこの日本
の、社会保障制度、あるいはまあ労働市場、こうしたものを
パッケージで改革していく、ええプランを発表させていただ
きました。 ええ当時から、状況は何も変わっておりません。 
社会保障制度は、相変わらずビホウサク、その場しのぎの改
善を続けている。

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
危機に強い、ええ
セーフティネット
を構築していこう

キシダ内閣は、まあ勤労社会保険ということで、まあ企業に
全部、ええ企業の船にフリーランスも、ええ個人事業主も、
まあ全部何でもかんでも乗っけて、ええ社会保障で、ええこ
うカバーしてこうと、いうような構想は＊してますけど、実
現の可能性は見えてこないと。 ええそうした中で、我々はで
すね、ええこの社会保障制度を、抜本的にメスを入れて、最
低所得保証制度、ええベーシックインカムのような制度を
作ってですね、ええ持続可能で、ええ公平で、ええそして、
ええ危機に強い、ええセーフティネットを構築していこう
と、いうことを今回のええ選挙でも高らかに、掲げて訴えて
参りたいと考えております。

[28]「社会保障
制度の抜本改

革」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

30
国会議員のテイス
ウとオウシュウを
3割削減

ええ6点目です、ええこれは我々の本当、＊でもあります、
政治と政治家の在り方を変える、身を切る改革ということも
最重要公約の1つとして、ええ掲げて、ええおります。 で、
国会議員のテイスウとオウシュウを3割削減する、これは結
党依頼我々がお約束をしていることで、実現しない間も、一
定額の、ええ議員報酬、あるいは期末手当は、自主カットを
して、被災地や医療機関に寄付を続けて参りました。

[31]「議員特権
の抜本的な見直
し」についての

具体的説明
◎ 適切な量の具体的な

説明です。

31
議員特権の抜本的
な見直し

そして今国会、大きなテーマとなっている、文書通信交通滞
在費、今名前が、名称変わって、調査研究広報滞在費です
か、ええ、なりましたけども、このシト＊公開、ヨウシュウ
ショ＊の公開などは、未だ、実現は見ておりません。 来週、
再来週どうなるかわかりませんけども、実現を見て、おりま
せん。 まあこうした、政治家の身分に関わる改革は、ええ私
たちニッポンイシンノカイが、先頭に立って、やってきたも
ので、ええございますので、まあこうしたブンツウヒの見直
しを含む、ええぎ、議員特権の抜本的な見直し、議員特権の
見直しということをしっかりと、国民の皆様に訴えて、そし
て実現を目指して参りたいと、いう風に考えております。

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。



32
わが党はですね、
政権交代を目指す
政党

まあ以上が重点政策6点、ええご説明させていただきまし
た。 そして皆様のお手元にはですね、この政策提言、イシン
ハッサク2022というですね、ええ前回の、イシンハッサク
2021から、さらにパワーアップして、404項目になった、え
えこの、ええセイサクシュウ＊をお配りさせていただきまし
た。 ええ簡単にこの説明だけ、最後にさせていただきます
が、まあ目次を、2ページ目の目次を見ていただきますと、
ええ今回は、このイシンハッサクというの、8つのセイリ
は、ええ伝統的に変わっておりませんが、ええこれはです
ね、さらに4つに、ええセイリをしております。 ええ3本
柱、新しい政治行政、新しい外交安保、新しい経済社会、え
えいうことで、これにですね、新しい国の形。  
【自分】＊いう項目デ＊4つを、えー、加えて構築を致しま
して、え、これにそれぞれ8本で維新八策を、えー、ぶら下
げて、えー、体系的に整理した、えー、総合政策集がこちら
の維新八策2022と、えー、なっております。 えー、わが党
はですね、政権交代を目指す政党で、えー、ございます。

[33]「自民党に
取って代われる
十分な内容を作
らなければ」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

33
自民党に取って代
われる十分な内容
を作らなければ

もちろん今回の参議院選挙で一足飛びに政権交代は得られま
せんが、まずは野党第一党そして自民党に代わる政権与党に
なるという事を目指しておりますから、この政策体系も、
えー、自民党に取って代われる十分な内容を作らなければな
らないという事を目標に、先の衆議院選挙から作り上げてま
いりました。 で、今回こうした新しい、えー、政治行政、外
交安保、経済社会、えー、国の形という事で構築をし、体系
的に整理をし、そして抜本改革プランですね。

[34]「国民の皆
様の検証に耐え
うる、えー、政
策集」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

34
国民の皆様の検証
に耐えうる、
えー、政策集

えー、自民党ビフォー＊策、目先の微修正を繰り返す自民党
に対して、えー、抜本改革の政策集を作る事で、えー、政権
交代の選択肢として、えー、国民の皆様の検証に耐えうる、
えー、政策集となってると、え、自負をしておりますので、
ま、是非この詳細版にも皆様ご注目して目を通して頂きたい
と、えー、思います。 で、またこの作成にあたる特徴として
は、えー、国会議員のみならず我々ニッポンイチノカイは地
方議員と国会議員が横並びの、えー、びょう、平等な政党で
あるという事が特徴でございますので、約5か月間、えー、
地方議員の方々も中心となってこの公約集のサクテイ＊に、
え、携わって頂きましたので、ま、地方からボトムあって、
アップで上がってきた政策が多数含まれていると、えー、い
う事も特徴でございます。

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。

35
皆様に随時お伝え
していくような体
制

で、マニフェストというのはですね、え、これは、あの、マ
ニフェストという言葉がコノヨニ＊出てきた時ですね、ま、
発表した後にこのどこまで実現したのか、えー、検証してく
と。 え、検証にタエウル＊ものをちゃんと発表するんだとい
う事で作られたものでございますので、え、これ発表後です
ね、ま、向こう3年間参議院選挙はございませんし衆議院選
挙も少し遠いんじゃないかと言われておりますので、え、こ
れはあの、マニフェストはしっかりとジテン＊で検証して
いって、え、シッカリ＊どれができた、どれはまだもう1歩
できていない、ま、こうした事も国民の皆様に随時お伝えし
ていくような体制も、えー、構築していきたいと考えており
ますので、ま、是非あの、メディアの皆様モ＊厳しい目でこ
の政策集チェックをして頂いて、え、ニッポンイチノカイ
に、えー、ご指導ご鞭撻を賜れませば、と、お、えー、幸い
でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 えー、
私からの説明は以上になります。 ありがとうございました。  
【自分】はい、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。



36
各論的な質問です
が3点

えー、マニフェストの発表をさせて頂きました。 それでは質
疑応答に入りたいと思います。 えー、社名と、おー、ゆ、お
さ、最初に、いー、言って頂いて、えー、発言をお願い申し
上げたいと思います。  
【自分】あ、すいません、東京新聞のオオノと申します。 あ
の、各論的な質問ですが3点よろしくお願いいたします。 ん
と、維新八策の103の所なんですけれども、あの、ウクライ
ナ危機を踏まえて安全性を確認した原発は可能な限り再稼働
と明記されています。 シュウイセン＊の維新八策には明記さ
れていなかったと思いますので、改めてあの、転換の背景を
聞きたいというのが1点目です。 2点目が維新八策121で、あ
の、原発稼働の政治主導の明確化とありますが、これはつま
り地元の合意形成を政治主導で丁寧にやっていくという意味
なのか、あるいは原子力規制委員会の調査に時間がかかりす
ぎていて、なかなか再稼働が進まないので総理のリーダー
シップで審査を効率化しろという趣旨なのかというのが2点
目です。  最後に321の出産無償化で、あの、すいません、細
かいんですが出産一時金、現行制度の方は廃止という理解で
よろしいでしょうか？ 以上になります。  
【自分】はい、あ、ありがとうございます。 政策的なご質問
ですので私オトキタ＊から回答をさせて頂きます。

[35]「皆様に随
時お伝えしてい
くような体制」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

37
原発というのは速
やかに動かす必要
がある

えー、まず103番の原発再稼働については今回踏み込んで、
えー、書かせて頂きました。 これはマツイイチロウ＊代表も
度々記者会見でハツコウ＊して、発言させて頂いております
通り、ま、今回ウクライナ危機をうけて、あるいはこの夏＊
地震が起きて、ま、かなり電力が逼迫したというような状況
も受けてですね、ま、あの、国民生活を守るためにはこれは
使える、ま、安全性が確認できた原発というのは速やかに動
かす必要があるであろうという事を、えー、私たちとしては
判断したもので、えー、あります。 ま、非常に慎重なご意見
というのがある事は承知をしておりますけども、やはり国民
の生活、命、安全を守る事が政治の役割。

[36]「各論的な
質問ですが3点」
についての具体

的説明
◎ 適切な量の具体的な

説明です。

38
現状では、原発
は、え、再稼働を
せざるを得ない

【自分】＊とすれば、え、現下の状況では、＊原発の再稼働
には、ま、将来的にはフェードアウトということを、我々、
掲げておりますけども、現状では、原発は、え、再稼働をせ
ざるを得ない、するべきであるという政治判断をいたしまし
て、今回、公約集にもはっきりとその旨を、明記させていた
だいた次第で、えーございます。 え、2件目の原発再稼働の
政治主導ということですが、これはもちろんご指摘いただい
たような、あの地元との合意形成、まあこうしたことによ
り、あの政治、まあ政府のほうがコミットしていくという意
味も含まれておりますし。 まあ規制委員会のあり方というも
のについても、ま、これはもちろん安全性の確認は、えー大
前提でございますし、それをなんでもかんでも緩和すればい
いというものではありませんが。  一方で、規制イイ＊も、
もう発足から10年以上が経ちましたから、そのあり方、手法
についても、これは再検討ということも、えー当然、場合に
よっては必要になってくると。 ま、ソウシタモノ＊を判断す
るのは、やはり政治家、えー政府でございますので、まあそ
うした意味合いも含んでるというふうにご理解いただければ
というふうに思います。

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。

39
出産育児バウ
チャーというもの
ガ＊発行

で、で、最後が、えー321番ですね、えー321番＊と、よ、
3、2、1、あ、出産一時金ですが、えーこれはあの出産が、
医療が保険適用されまして、えーそしてあのわれ＊が主張す
る出産育児バウチャーというものガ＊発行されるのも、＊あ
れ、えー発行されれば、現行の一時金については、えーリプ
レイス、廃止をされるというふうに、えーっと整理をしてお
ります。 以上です。

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。



40
我々野党にも、大
きな責任がありま
す

【自分】すいません、あの朝日新聞のコテガワです。 えっと
ババ代表に、あ、えっとお伺いしたいんですけれども、えっ
とー先ほど、フジタさん、オダキタ＊さんからもお話あった
んですけれども、えっと新しい政治行政、新しい外交安保
だったり。 また、あのー代表が力いれてる新しい国の形だっ
たり、あのイシン＊の国家像を表すような言葉が並んでいる
んですけれども。 まあ、あの先ほど、えっと、政権担当能力
という、あの言葉もフジタさんからありましたけど、改めて
その辺の狙いを、ババさんから、おしえ、教えてください。  
【自分】はい、ありがとうございます。  まあ、昨日の、お
お、予算委員会のわたくしの質問で、えー岸田総理に対し
て、えー岸田さんの国家像はどんなものなのですかと、いう
ことを、まあお聞きをしました。 まあ、一応それなりの説明
があったんですけれども、まああれをきく、聞いた、ああ、
国民の皆さん方が、なるほどと。 それなら岸田総理に、ゆだ
ねてみようかという気にはね、あまりならなかったと思うん
ですね。 ですから、あの、おお、まあ先ほども、申し上げた
ように、この岸田内閣、自民党の一強体制、えーこれは、何
故、こういうことになっているかということを考えれば、
我々野党にも、大きな責任があります。

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。

41
我々はですね、
正々堂々と政権交
代を目指す

特に、今の野党第1党、立憲民主党はですね、えーありもし
ない、いい、政策を、おお、打ち出してですね、えー国民が
聞いても、それ、できるのんと、いうような事しか言わない
と。 一体、いい、肝心なことについては、もうどういう考え
をしてるのか、よく分からないという状況になっています。 
まあしたがって、えー野党に任せてもだめだから、ああ、自
民党、岸田内閣に、いい、ゆだねてみようという消極的支持
が、今、多いということは、あのいえることだと思いますの
で。 えーまあ我々はですね、正々堂々と政権交代を目指すと
いうことを、前面に打ち立てて、えーそして中身は、こうい
うことですと、我々の国家像は、こういうことですと。  
今、日本が抱えている、うう、課題はこういうことです、だ
から、こういう解決策を、おお、我々は、この維新8策の中
でですね、えー常にリニューアルして、えー国民の皆様方に
お届けをすると。 まあ、あの選挙は、ああ、最大のこの我々
の考え方を、ご理解いただくための絶好機会ですので、えー
是非、今この、おお、ことをベースにですね、え、我々が、
政権担当能力があると。 我々も、政権担当能力があるという
ことをですね、えーまあ皆様方にお届けしていきたいと、そ
ういうふうに思います。  
【自分】ありがとうございます。

[40]「我々野党
にも、大きな責
任があります」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

42

マツイ、ヨシムラ
という二人体制の
ですね、ポスター
をずっと使って

もう1問、えっとお伺いさせてください。 あの、ポスターの
デザインについて、お伺いしたいんで、ヤナガセ会長になり
ますかね？ え。  
【自分】えっと、普通一般的にあの、ポスターというと、
ま、代表一人の写真だと思うんですけども、あの、ヨシムラ
さんを起用した狙いを教えていただけますか？  
【自分】はい、あの、そうですね、我が党がずっとあの、マ
ツイ、ヨシムラという二人体制のですね、ポスターをずっと
使ってきました。 ですので、今回もそれを使ったということ
であります。 い、以上です。 はい。 それ以上の何ものでも
ないというのですけど。  はい、なにかございますか、逆
に？ はい、あの、ですので、まあ、マツイ代表と、あの、ヨ
シムラさん、非常に我が党を象徴する組長ということで、改
革の先頭に立ってやってきたという一つの象徴でもあるとい
う風に思います。 実行もしっかりやってきた、あの、自民党
と違ってですね、そういう実績もあるという、我が社の顔と
いう位置付けだという風に思っております。 以上です。 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。



43 すなわち可処分所
得を増やしていく

他、いかがでしょうか？ あ、じゃあ、前でお願いします。  
【自分】関西テレビのハラと申します。 ババ代表にお伺いし
ます。 出産の無償化、教育の無償化と、将来世代への投資を
一番に持ってきたことが、どう言った狙いがあるのかという
ことと。 あと、自公に対峙していく上で、これがま、どう
言ったメッセージなのか、この辺りを教えてください。  
【自分】ありがとうございます。  ま、あの、これは各党共
通していると思いますが、日本の経済30年間成長していない
ということは共通の認識になってきています。 ま、あの、こ
の原因、いろいろ言われていますが、最も大きいのは、サラ
リーマンの皆様がたの賃上げが不足している、と。 すなわ
ち、可処分所得が増えていない。 ちょっとくらい、ま、給料
が上がってもですね、そのぶん国民負担が上がって、税金や
社会保険料の負担が増えているということが一つの大きな原
因になっていると思います。  ですから、あの、教育費の無
償化、出産の無償化をすることによって、子育て世代、また
現役世代そういった皆様方の、この負担を軽くしていくとい
うことで、すなわち可処分所得を増やしていくと。 可処分所
得が増えて、そのお金が消費に回れば、日本のGDPの6割は
個人消費が支えていると言われています。 ですから、個人消
費が伸びれば経済が成長する、と。 経済が成長すれば税収が
増えると。  その税収をまたリターンしてですね、高齢者の
皆様がたへの行政サービスであるとか、社会的弱者の皆様へ
のより充実したサポート策に回していくと。 ま、こういうい
い回転をですね、作って行きたい、ま、そのスタートが、こ
の教育の無償化と出産の無償化ということになると思いま
す。  
【自分】ドウモアリガトウゴザイマス＊。  
【自分】＊、ダイジョウブデスカ＊？  
【自分】＊。

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。

44
自民党ではできな
い、ま、そういう
改革をやっていく

【自分】はい、他いかがでしょうか？ あ、じゃあ奥の。  
【自分】日経新聞のイマイと申します。 ババ代表にお伺いし
ます。 えー、この公約の中身をみているとですね、出産教育
の無償化、まあ、子育て世代向け、あるいは、ロシアのウク
ライナを受けて、えー、救助に自衛隊明記であったりとかあ
るいは防衛費の増額なんかも、新たにこう加えているという
のをみますと、あの、ま、まさに子育て世代であるとか、あ
るいは、いわゆる非自民保守派を、の、票を獲得する、こう
言った意図を邪推するわけですけど、そう言った戦略的な意
図はございますでしょうか？  
【自分】あの、それは邪推ですね。 あの、我々はやはり、自
らやってきた改革を。  
【自分】全国に広げる、国でもやるということを目指してい
ますから。 ま、あの、何か自民党がやらないからやるとかで
すね、え、ま、そういう、ま、戦略にはタッテ＊いません。 
ま、もちろん、あの、自民党がやらない、自民党ではできな
い、ま、そういう改革をやっていくという強い意志はありま
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。

45
原点に立ってこれ
からもそういう政
策を進めて

実際、そのキョウイク＊の無償化はこれまでも、ま、我々が
憲法改正項目に出せばですね、いや、それは法律でできると
言われましたけれども、なかなかその法律もどこからも出て
きませんし。 ま、あの、え、実現感は全くないということで
すから、ま、あの、納税者の皆様方が今どう考えているか、
マツイ代表もよく言います、普通の国民はどうトラマエテ＊
いるかと。 そういう視点に立った政治を、おお、やっていく
のがこれからの政党の、ま、大きな役割だと思いますから
我々はそういう原点に立ってこれからもそういう政策を進め
ていくと、そういうことです。  
【自分】ありがとうございます。

[44]「自民党で
はできない、

ま、そういう改
革をやってい

く」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



46

カクキョウイ＊を
含めたカクダイヨ
クシギロン＊のカ
イシ

【自分】キョウドウツウシン、スズキです。 ＊ババ代表に伺
います。  あの、安保の部分なんですけれども、ま、あの、
カクキョウイ＊を含めたカクダイヨクシギロン＊のカイシ＊
でありますとか、ま、あと中距離ミサイルの配備等々含めて
ですね、かなり、あの、ま、ゲンカ＊のそのウクライナ情勢
を受けてかなり踏み込んだ内容だとは思うんですけれども。 
この、ま、ただその一般有権者の中には、その、これに関し
て、ま、懸念の声も多少あるとは思うんですけれども、こ、
れ、も、か、＊これを今、今回踏み込んだ理由についてお願
いいたします。  
【自分】あの、これはですね、やはりなかなか身近な、あ、
ま、地域、国で、え、今までですね、え、この日本でも起こ
り得るような、あ、紛争であるとか戦争というものが、ま、
長い間起こりませんでした。 で、え、いよいよですね、ま、
あ、ロシアがウクライナに侵攻したことによって、え、ま、
この中国、北朝鮮、ロシアと、ま、日本と国境を、おー、国
境を持ってる国々の中でそういうこと実際にやるんだなとい
う感覚が国民の皆様方にも伝わってきていると思います。

[48]「国民を守
るための、ま、
抑止力として、
え、こういう防
衛力」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

47
抑止力というもの
を日本も付けなけ
れば

ま、あの、中国の台湾有事についてもですね、え、起こるか
起こらないかというレベルからいつ起こるかというレベル
に、ま、あ、危険度が上がっているという風にも言われてい
ます。 ですから、あの、この抑止力というものを日本も付け
なければですね、え、今回のアメリカのウクライナに対す
る、ま、対応を見ていればそう簡単にすぐにですね、アメリ
カがこう、バッと日本に来てくれて台湾有事をバッと抑えて
くれるということはなるかならないか分からないというよう
な、あ、ま、環境の中で、やはり自分の国は自分で守るとい
うのはこれ世界の常識ですから。 あー、出来る範囲の防衛力
を、そのまた性能を向上させていくというのは、これあの、
ま、歴史に学ぶというわけではありませんけれども、ウクラ
イナに学ばなければならない部分だと思いますんで。

[46]「カクキョ
ウイ＊を含めた
カクダイヨクシ
ギロン＊のカイ
シ」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

48

国民を守るため
の、ま、抑止力と
して、え、こうい
う防衛力

ま、今まであの、平和なんで、え、非核三原則とか核のシェ
アリングについても議論することすら、ま、禁じられてきま
したけれども、国民側の方が本当に大丈夫なんだろうかと、
中国がもし武力による、ま、現状変更を開始した時に我々の
日本大丈夫なんでしょうかという強い思いを逆に今国民側が
持ってると思います。 ですからあの、大丈夫なんですと、戦
争には、あ、巻き込まれさ、ませんと、戦争は起こしません
と我が国と国民を守るための、ま、抑止力として、え、こう
いう防衛力を、ま、セイ＊。  
【自分】していきますということを、まあ、訴えさせていた
だいているということです。  
【自分】＊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。

49

統治機構改革とい
う山頂は、山の頂
は絶対に諦めませ
ん

ババ共同代表にお伺いいたします。 えー、これまでの維新で
すと、やはり統治機構改革、地域分権の推進というものがお
そらく1丁目1番地ということでかなりプライオリティの高い
ところに入ってきてたと思うんですが、今回のこの6つの改
革の中にその、ち、地方分権等々が、まあ、含まれていな
い。 もちろん8策の中には入っていてこの旗を降ろしたわけ
ではないということはよく分かるんですけれども、これはや
はり自民党に代わる政権担当能力があるんだということを示
すためのこのプライオリティなのか、そこら辺の狙いを
ちょっとお聞きしたいんですけども。  
【自分】：はい、あの、まあ、この重点策の中にはおっ
しゃっていただいたように入っていません。 でも、まあ、統
治機構改革というのはですね、えー、我が党の、この憲法改
正項目の1つに入っている、いわば、まあ、絶対に諦めな
い、えー、そういう、まあ、項目なんですね。 で、まあ、大
阪都構想を2回やらせていただいて、えー、まあ、残念な結
果になったあと、皆様方にも申し上げたと思いますが、あ
の、我々は統治機構改革という山頂は、山の頂は絶対に諦め
ませんと。 ただ、まあ、これまでのやり方で、えー、できる
かというと、やはりそこは立ち止まって考えなければならな
い。 まあ、改めて、えー、新しい登山道を考えていかなけれ
ばならない。

[50]「首都法、
副首都法という
ものもですね、
えー、議論」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



50
首都法、副首都法
というものもです
ね、えー、議論

今、あの、政調の方でも継続的にですね、それを実行するた
めの、まあ、方策、たとえば首都法、副首都法というものも
ですね、えー、議論をやっていただいています。 まあ、あ
の、今回それをですね、この重点政策の中に載せれる、ま
あ、レベルにはまだ達していないという、まあ、政調の判断
でこの維新8策の方には書かせていただいていますが、ま
あ、あの、これが固まれば、やはりもう一度この重点政策の
テーブルに乗せてですね、えー、まあ、この明治維新以降の
150数年続いている今の統治機構、これを変えなければ日本
の改革はできませんよということは改めてお伝えしたいと思
いますが。 まあ、あの、全般的にこの政権担当能力がありま
すよという事はですね、あの、重点政策だけじゃなしに、こ
の維新8策全て、まあ、目を通していただければ、あの、ご
理解いただけるんじゃないかなあと、そういう風に思いま
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。

51

ロシアとの新たな
外交関係について
はゼロベースで抜
本的な見直し

【自分】もう一点よろしいですか？ ええと、これ政策なんで
すが110番、外交周辺国の辺りですが。 えー、ロシアとの外
交関係についてはゼロベースで抜本的な見直しという表記が
ございます。 えー、ロシアに関しては党内でもいろんな意見
があると思いますけれども、その辺りのコンセンサスと、＊
ゼロベースというのは外交の門戸を当然閉ざすというわけで
はない、そこら辺の辺りのちょっと解釈をお願いいたしま
す。  
【自分】はい、ありがとうございます。  えー、110番の方
に、まあ、ロシアとの新たな外交関係についてはゼロベース
で抜本的な見直しをおこないますと、その上で不法占拠が続
く北方領土については、えー、早期の奪還を目指すというこ
とを記載させていただきました。 もちろん党内ではロシアに
対して、えー、様々な、えー、考え方があることは事実であ
ります。 えー、ただ、えー、今現在は、まあ、制裁を、
えー、とにかく強化をして、えー、停戦に向かわなければな
らないと。 まあ、そうした中でですね、何かこう、経済的な
交流をするとかですね、あの、北方領土に向けての何か前向
きな、えー、何かテーブルに着くという段階では、えー、ご
ざいませんので、そこは、あの、党内一致した意見として、
まずはそれはゼロベース、いや、別に全てを断ち切ってです
ね、もう敵対するというわけではありませんけども、今まで
のように協力関係を築いて交渉をしていくというようなこと
は、いったん、こう、リセットをして、新たに考え直さなけ
ればいけないよねというところをまず整理しました。  で、
その上で北方領土についてはですね、やはりこれは我が国固
有の領土でございまして、不法占拠されているところでござ
いますから、まあ、それはゼロベースで見直しつつですね、
これをしっかりと、えー、取り戻すという意志は、えー、政
策とし。

起点となる話題 ✔

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

52

安全保障の観点か
ら、いくつか質問
させていただきま
す

【自分】＊明確にするべきであろうということはですね、
ま、代表、副代表等々とも交えて、えー、皆で話し合いまし
て、えー、こちらのほうには、えー、しっかり記載させてい
ただいて、えー、残させていただいたと、えー、そうした経
緯でございます。  
【自分】フリーランスのアズミです。  えー、あの、これ安
全保障の観点から、いくつか質問させていただきます。 この
64番の二重国籍の可能性のある者も国会議員となっていた事
例に鑑みということで、外国籍を有する者はシゼンキュウケ
ン＊を有しないことと定めるとともに、ま、あの、過去の国
籍の得喪履歴の公表＊義務付けてるということは、これ外国
との関与っていうのが、あー、ないように、背景にないよう
にという、防止するということだと思いますが。

[53]「家族が外
国人の場合の、
その国籍の公表
が」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

53
家族が外国人の場
合の、その国籍の
公表が

例えば、あの、警察とかですね、あの、防衛関係の方なんか
は、あの、配偶者のブ＊外国人の例っていうのが、ちょっ
と、あの、ま、えー、国家機密に関与する場合に非常に問題
になると思いますが、なんでこれ、配偶者の国会、要する
に、家族の、おー、ま、あの、かぞ、家族が外国人じゃいけ
ないというのではなくて、ま、家族が外国人の場合の、その
国籍の公表がこれちょっとないと、本人だけというのはなぜ
なのかということと。

[56]「親族と
か、ま、家族の
方、どこまで広
げていくのか」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



54

厳格に規制を強化
するという、もう
少し踏み込んだよ
うなものは

あとですね、えっと、えー、101番の、要するに、その、最
近、ま、あの、防衛施設周辺とか国境離島などの土地等が、
ま、外国人、外国人、外国企業で、えー、ま、購入されてい
る、北海道とか、ま、あの、東京の都内の、おー、山林の事
例もあります。 これについて、ま、あの、取引等に厳格に規
制を強化するという風にありますが、これWTOの規制が、あ
の、成約がかかると思うんですけども、特に中国との場合
は、あの、日本においては非常に所有権が厳しくて、えー、
外国人がしゅよ＊、えっと＊、取得しても、おー、その、土
地に関しては、全面的な支配力が生じるんですが、日本人が
外国、あー、中国において、ま、土地を所有しようとして
も、所有権自体がないのでなかなか難しいと、非常にこれ歪
な感じになってると思うんですが、それに関してのですね、
この厳格なきょ、えー、厳格に規制を強化するという、もう
少し踏み込んだようなものはないのかどうなのか、それにつ
いてお聞きしたいと思います。

[57]「官僚のほ
うとも、えー、
詰めていくこと
になる」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

55
党内でも議論をし
て、こうした公約
を掲げ

【自分】じゃ、あの、＊私からお答えさせていただきます。 
えー、まず、あの、国籍についてですが、ま、こちらは、あ
の、前回の衆議院選挙のマニフェストの時から加わったもの
でありまして、ま、背景としてはですね、ま、当時あったミ
ンシン党ですかね、の代表の方の国籍問題っていうが発覚し
た時に、ま、なかなかそれは由々しき問題であろうというこ
とで、党内でも議論をして、こうした公約を掲げさせていた
だきました。

[56]「親族と
か、ま、家族の
方、どこまで広
げていくのか」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

56
親族とか、ま、家
族の方、どこまで
広げていくのか

で、その中で、たしかに、あの、ご指摘の通り、ま、親族と
か、ま、家族の方、どこまで広げていくのかというのは、
えー、さまざま議論があるとこであると思います。 まずは、
党内では本人というところで、ま、あの、夫婦、家族であっ
ても、別人格だと、いろんな議論がある中で、えー、まず本
人というところは、党内で精査をして、その次の段階、
えー、どこまで安全保障上の驚異として、えー、それを、
えー、妻、えー、あるいは親族、広げていくのかということ
は、えー、次のステージの、えー、議論であると思いますの
で、まず我々としては、えー、まず国会議員ほん、えー、公
人本人というところで、えー、一旦は制御させていただい
て、えー、政策として打ち出しているということで、えー、
ご理解いただければと思います。

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。

57
官僚のほうとも、
えー、詰めていく
ことになる

えー、で、また、この101番のですね、ま、がい、経済安保
の部分について、ま、これ取引等どう規制していくかという
ような具体論はさまざまあると思います。 で、今WTOって
いうお話がありましたが、ま、WTOは、あの、安全保障の例
外規定というのが、ご案内の通り、えー、ございますが、
えー、この例外規定を日本っていうの、ま、ほとんど使って
こなかったとかですね、ま、そうした、あの、やり方に、手
法については、えー、さまざま、えー、あの、か、非加盟
国、加盟国に対してもあるかと思いますので、ま、こうした
制度設計はですね、えー、あの、ま、官僚のほうとも、
えー、詰めていくことになると思いますけども、ま、我々と
しては、この方向性として、まず現在よりは踏み込んで、
えー、規制していくんだということは、このマニフェストで
明記させていただいて、あの、ま、あの、議員立法等々で
も、えー、経済安保対案は出しておりますので、ま、その内
容に沿って、えー、皆様方に、えー、外交、えー、経済安保
の強化というものを訴えてまいりたいという風に考えており
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。

58
岸田政権との違い
を維新としてどう
打ち出していくか

【自分】ジジツウシンのキダです。 ええと、ババ代表にお伺
いします。 先程のキョウドウツウシンさんの質問とも少し重
複するのですが、ええと、岸田総理はですね、核共有に否定
的な考えを示す等、自民党の中でも比較的リベラルなスタン
スを外交安全保障の分野で取っていると思います。 この分野
において、岸田政権との違いを維新としてどう打ち出してい
くかというのをお聞かせください。

[59]「世界に向
けて言ってしま
えば、私はそれ
だけで抑止力」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



59
世界に向けて言っ
てしまえば、私は
それだけで抑止力

【自分】まあ、あの、現実的な問題、いー、として、我々、
えー、外交安全保障というの、考えてきました。 まあ、あ
の、そういう観点で見るとですね、えー、非核三原則、
うー、持たず、作らず、持ち込ませずと、おー、いうこと
を、おー、絶対に曲げない、だから、各共有の話もしない、
いうことをですね、えー、一国の総理が堂々と、おー、世界
に向けて言ってしまえば、私はそれだけで抑止力、もう、下
がってしまうと思います。

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。

60 人間同士の喧嘩と
一緒

あの、ま、人間同士の喧嘩と一緒ですよね。 もう、絶対に、
その、私は手を出さないと、殴るんだったら殴ってください
ということを言えばですね、相手も、ああ、それならやって
やろうかということに、いー、なりかねない。 そういう危険
性は、あー、自ずと上がると思いますんで。  えー、私たち
は、その、現実的な、あー、視線で、視点で、えー、この、
まあ、あー、安全保障についても、おー、考えています。 
ま、あの、岸田さんも、おー、総理になられて、えー、ま
あ、外務大臣の、おー、経験も豊富にお有りになりますの
で、えー、逆に言えば、そういった、あ、常識に、え、囚わ
れ過ぎてるんじゃないかなと。 私から見ればそういう風な感
じがします。

[59]「世界に向
けて言ってしま
えば、私はそれ
だけで抑止力」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

61

身を切る改革とい
うのはね、あの、
どう、今なってる
のか

【自分】えー、ファクター、ファクターのミヤジマです。 あ
の、維新と言えば、やっぱり、身を切る改革という、ま、こ
れが大変な、あれ、スローガンだと思うんですけど、ま、今
回は敢えて改革として、えー、まあ、書いてありますけど
ね、かなり小さくなったんですけど、少しこれが流行らなく
なったというかですね、えー、少し飽きたと、そういう印象
があるのかどうか、その身を切る改革というのはね、あの、
どう、今なってるのか、それが1点ですね。

[63]「実行した
ことが、あー、
府議会議員の定
数2割カット、報
酬3割カット」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

62
戦う人をどういう
風に培っていくか

それから、＊、伺いたいのは、やっぱり、この積極、うー、
ぼう、うー、積極、え、何ですか、言葉がありますね、積
極、うー、積極防衛ですか。 えー、この言葉なんですけど、
これはいわゆる、まあ、盾と矛という言葉がありますけど
ね、その矛の部分に踏み込んだということだと思うんですけ
ど、ま、それは敢えてそういう言葉で積極防衛とオシタ＊、
その辺のところがどうなってるのか。 から、まあ、もちろん
防衛で、えー、あの、自衛官のこと含めましてね、非常に良
い提言がたくさん出てると思うんですが、やはり、予算が上
がったら、それだけの人材を作って、自分の国は自分で守る
ということになると、ま、徴兵とは言いませんけど、本当
に、その、戦う人をどういう風に培っていくかということに
ついてね、イシイさんの＊伺いたい。 この中に書いてないも
んですからね。

[64]「できるだ
け増額をして、
え、自分たちを
守る、その予算
を」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

63

実行したことが、
あー、府議会議員
の定数2割カッ
ト、報酬3割カッ
ト

【自分】はい、あの、まず、身を切る改革ですが、これは、
あの、おー、維新の会の、も、本当の原点です。 あの、維新
の会が、あー、最初に、いー、実行したことが、あー、府議
会議員の定数2割カット、報酬3割カットと。 そこから、あ
の、維新の歴史というのが始まっていますんで。 あの、
おー、ま、私がもう辞めていなくなれば分かりませんよ。  
でも、おー、ま、私達、いー、ま、創世記のメンバーがいる
間は絶対にですね、この身を切る改革というのは、あー、看
板を下ろすことはありません。 逆に、あの、全国を回ってみ
ると、えー、あちこちでですね、こういった身を切る改革
やってますと、おー、ま、皆さん方にお伝えしても、ああ、
そうやったんですかと、初めてそんなこと聞きましたわとい
う方が、まだまだ。  
【自分】全国にいらっしゃいますんで。  ええ、私は、あ
の、選挙では、あ、もっとですね、まあ、あの、活字にはな
かなか、ああ、おっしゃるように小さくなっているか分かり
ませんが、あの、もっともっと全国を回って、身を切る改革
ということから、あ、この改革をスタートさせるということ
はお伝えしていかなければならないと思っています。

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。



64

できるだけ増額を
して、え、自分た
ちを守る、その予
算を

あとまあ、あの、積極防衛能力については、まあ、おっしゃ
るように、いい、先ほども私からも申し上げましたが、やは
り、あの、自分の国は自分で守るという、その体制をもっと
固めないとですね、ええ、アメリカが必ず守ってくれるかど
うか分かりません。  で、日本にいらっしゃる海兵隊とか、
ま、あの、今、日本に駐在している皆さん方以外の応援団と
いうのは、実際に、まあ、日本を、おお、守れるレベルにま
で、え、到達するのにはですね、やはりまあ、数日の時間が
かかるということも言われていますから。 まあ、あの、そう
いう意味でわれわれは、この防衛費、いい、ま、1パーセン
ト枠という、何かわけの分からない、そのルール、う、をも
打ち破ってですね、ええ、まあ、あ、できるだけ増額をし
て、え、自分たちを守る、その予算を、ま、ああ、あ、増や
していくと。 ま、そういう考え方に立っています。

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。

65
防衛力の増強とい
うのはやっていか
なければならない

で、まあ、あ、実際、人がいるのかというのはおっしゃる通
りで、ええ、ま、防衛大学も最近は任官する方がですね、
え、非常にまあ、ああ、低下をしてきているという悩みも聞
かしていただいていますが。 まあ、あの、全国で、ええ、自
衛隊の中央連絡所があって、ええ、ま、われわれが関与して
いる自治体についてはですね、え、こういった住民基本台帳
の、お、まあ、開示とかですね。 ええ、自衛隊の、お、隊員
を集めるためのサポートというのは、あの、大阪でも特にさ
していただいていますんで。 ええ、そういった、まあ、あら
ゆる、うう、手だてを打ってですね、ええ、この、お、防衛
力の増強というのはやっていかなければならないと思いま
す。

[64]「できるだ
け増額をして、
え、自分たちを
守る、その予算
を」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

66

野党間の中で、そ
の差別化図れる政
策というふうにお
考えか

【自分】キョウト新聞のオカダです。 ええ、ババ共同代表に
お伺いします。 ええと、あの、安全保障政策なんですが、そ
の、核共有であるとか、その憲法9条の改正ということで、
まあ、ここまで踏み込んでる政党っていうのは、なかなかな
いと思うんですが。 それで将来、まあ、あの、政権交代を目
指すとおっしゃってる一方で、その先ほどからですね、ま
あ、ええ、野党第一党を目指す、あるいは立憲共産連合では
なくという、ええ、発言も出てるんですが。  それで、あ
の、選挙の中でもちろん、あの、与党と戦うということは当
然なんですが、一方で、ま、野党間も今回、あの、以前より
もまとまりがなくて、まあ、激しい戦いになる選挙区もある
と思うんですが。 今回、この安全保障政策が、その野党、特
に野党間の中で、その差別化図れる政策というふうにお考え
かどうかっていうのを、ちょっとお尋ねしたいと思います。

[67]「多くの国
民の方が気付い
ておられる」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

67 多くの国民の方が
気付いておられる

【自分】まあ、野党第一党の立憲民主党はですね、ええ、冒
頭にも申し上げましたが、ああ、非常にデリケートな問題に
ついては考え方を一切述べない、ええ、党内で、え、議論を
して結論を出すということもやらないということは、もう多
くの国民の方が気付いておられると思います。 従って、え
え、われわれは繰り返しになりますが、国民の皆さん方が不
安に思っておられること、不満に思っておられること。 そう
いうことを的確に、いい、まあ、あ、受け止めてですね、そ
れを具体な、まあ、法案であり政策であり、そういうこと
に、こう展開をしていくという、う、基本的な考え方を持っ
ていますから。

[68]「調査会の
元でですね、

え、議論を行っ
てきました」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

68
調査会の元でです
ね、え、議論を
行ってきました

まあ、あの、おお、憲法9条の問題についても、これあの、
長らくですね、党の、おお、国会議員団の、まあ、ああ、憲
法、お、調査会の元でですね、え、議論を行ってきました。 
まあ、あの、お、今回、いい、このウクライナの問題で、え
え、多くの国民の皆さん方が日本の安全保障、本当に大丈夫
なんだ。

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。

69
補欠の補になって
るんですけど、
どっちですか？

【自分】ろうかという、うー、大きな不安をお持ちになられ
ているという判断の下でですね、えー、はっきりとした方針
を打ち出したと、そういうことでございます。  
【自分】すいません、キョウドウ、スズキです。 あの、オオ
トキサ＊さんに伺います。 あの、すいません、ワーリングの
問題なんですけれども、あの、177番の、あの、ベーシック
インカムの、あの、最低所得保障制度この、ここの保障、安
全保障の保障なんですけれども、この＊、あの、チュウデン
＊政策こっちの方。 こっちの方が、あの、補欠の補になって
るんですけど、どっちですか？  
【自分】テキ＊ありがとうございます。

[70]「重点政策
の方が、よ、保
障ですね」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



70 重点政策の方が、
よ、保障ですね

重点政策の方が、よ、保障ですね。 えー、これはワード1の
方が正しいという、か、ことですね。 はい、そちらの方に、
すいません、これは、えー、み、ミスなので、え、合わせて
直したいと思います。 はい。  
【自分】素晴らしい。

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。

71
地域に委譲するの
委の字なんですけ
ども、これは移す

【自分】＊ございますか？  
【自分】あ、すいません。 マイニチ新聞のヒグチと申しま
す。 あの、同じようなことで恐縮なんですけれども、この
ワード1の8ページ、い、中央集権の、こう、限界を突破する
と書いてあるところ、四角の上の方、人物金を地域に委譲す
るの委の字なんですけども、これは移す？  
【自分】これ移すですね、ありがとうございます。 コベツ＊
教えていただきまして、すいません。  
【自分】ありがとうございます。

[73]「委譲の方
に、この委ねる
方に、えー、統
一」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

72
委託の委なんで、
これでも意味は通
りますね

【自分】あ、でもこれ移譲＊いじょう、あ、でもこれ委託の
委なんで、これでも意味は通りますね。 なので大丈夫です
ね。 はい。

[73]「委譲の方
に、この委ねる
方に、えー、統
一」についての
理由・ニーズ

73
委譲の方に、この
委ねる方に、
えー、統一

【自分】なんか、あの、ど、どちらに統一するとかいう、も
し党としてお考えがあればと思ったんですけど。  
【自分】はい。 これは、あの、委譲の方に、この委ねる方
に、えー、統一していきたいと思います。  
【自分】分かりました、ありがとうございます。  
【自分】＊ました。  
【自分】はい、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。

74
イノセナオキさ
ん、これ14次公認
という形

えー、それでは、あの、質疑も、おー、他無いようでござい
ますので、これで、あの、終了させていただきたいと思いま
す。 あの、今日はお忙しい中ありがとうございました。 
あ、はい、あの、失礼しました。 あの、幹事長から、あの、
公認発表の、おー、ご連絡をさせていただきたいと思いま
す。 えー、幹事長よろしくお願いします。  
【自分】あ、あの、皆さんにお配りしますが、先日、あの、
公認発表の記者会見させていただきました通り、イノセナオ
キさん、これ14次公認という形です。

[75]「推薦とい
う形で福井県の
ササオカカズヒ
コさん」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

75
推薦という形で福
井県のササオカカ
ズヒコさん

で、あの、加えて本日は、あの、ま、我々の党としての対応
としては珍しいんですが、推薦という形で福井県のササオカ
カズヒコさんに、えー、推薦という形で選挙区の、おー、選
挙対応をしたいという形で、今日発表をさせていただきたい
と思います。 えっと、私からのご報告は以上でございます。  
【自分】はい、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。

76
マニフェスト、
お、ポスターの発
表会を終わりたい

えー、それではこれで、あの、マニフェスト、お、ポスター
の発表会を終わりたいと思います。 えー、誠にお忙しい中、
お越しいただきましてありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ポスター＊＊＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊＊＊政策＊＊＊。  
【自分】＊さん、トッタ＊さん資料ある？  
【自分】＊＊＊。

[75]「推薦とい
う形で福井県の
ササオカカズヒ
コさん」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。


