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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

83%

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 8つの柱で、え、構成をさしてい

ただきました

△ 少し詰め込みがち
2 政見公約発表記者会見、終了させ

ていただきたい あなた側の話量は38分が適切と判定されました

3
政策バンクにつきましては、これ
は各部会、調査会などで取りまと
めご提出

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 アイデアを出し、また予算措置をして

5 直轄本部で、ええ、行われておりま
す。

6 この中に、ええ、反映をさせていただき

7 政治の信頼回復というような項目というのが
見当たらない

8 経営というものに、え、目を向けていただき
たく

9 総選挙で使うための政策パンフレットという
位置付け

10 内容と実行力、その双方をご覧いただいて
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）

39.3語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
18 OPEN それでは各社いかがでしょうか？

26 OPEN あのそうした懸念にはどういうふうにお答えになるでしょうか？

28 OPEN これは具体的にどのようなことを、あの、え、想定されていますか？

28 CLOSED 仰ってもらっていいですか？

28 CLOSED 先ず、あの、基地周辺、あの、進行政策についてでございますかね？

35 CLOSED
えっと、政権公約の関係でなんですけれども、えー、危機管理投資の面だと、あの、タカイチ政
調会長が総裁選の頃から、かなり主張されてた部分が盛り込まれてると思うんですけれども、特
にこだわられた部分っていうものを教えていただけないでしょうか？



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　　 7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　14件
話順 説明の少ない話題　7件 話順 説明のある話題　7件

17 内容と実行力、その双方をご覧いただいて 16
政策バンクにつきましては、これは各部会、調査
会などで取りまとめご提出

18
将来に向けて私たちは責任を持っていかなければ
なりません

22 直轄本部で、ええ、行われております。

19
部会や、え、調査会で積み上げてきて、え、合意
を得た

27 経営というものに、え、目を向けていただきたく

20
使えないものが残っておりますので、まあ、そこ
を皆無にする

31 アイデアを出し、また予算措置をして

21 論点整理をベースとさせていただきました。 34
総選挙で使うための政策パンフレットという位置
付け

32 日米地域協定のあり方ということ 36 この中に、ええ、反映をさせていただき

41 政見公約発表記者会見、終了させていただきたい 38
政治の信頼回復というような項目というのが見当
たらない



【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　　 7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）

16 説明のある話題
政策バンクにつきましては、これは各部
会、調査会などで取りまとめご提出

え、なお、政策バンクにつきましては、これは各部
会、調査会などで取りまとめご提出をいただきまし
た。 ま、様々な施策を重点事項と同様の柱に沿って、
ならば、並べ替えさせていただいたものでございま
す。 え、政...

↓

3→ 具体的説明
8つの柱で、え、構成をさしていただき
ました

ま、以下、重点項目、え、に沿って、え、説明を申し
上げます。 え、今回の重点事項は、まずは感染症対策
でございます。 え、第2に新しい資本主義による分厚
い中間層の再構築。 え、第3に国の基である、え、農
林水産業。 え、第4に地方創生。 え、第5に経済安全
保障。 第6に外交安全保障。 第7に憲法。 え、第八に
憲法かい、あ、第7に教育。 え、第8に、え、憲法改
正という、は、あの、8つの柱で、え、構成をさし...

- -

17
説明の少ない話

題
内容と実行力、その双方をご覧いただい
て

え、ただ、ま、政策というのは、ま、実現できてこそ
政策です。  政治は結果です。 絵に描いた餅であって
はなりません。 え、国民の皆様には、ま、自民党の公
約はもちろん、え、他の政党がお示しになる政策も十
分...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

18
説明の少ない話

題
将来に向けて私たちは責任を持っていか
なければなりません

それではこれから質疑に入ります。 挙手の上、え、私
が指名をさせていただきますので、え、社名とお名前
をお知らせいただいて、え、その後質問をお願いいた
します。 それでは各社いかがでしょうか？ じゃあ、
手早...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

19
説明の少ない話

題
部会や、え、調査会で積み上げてきて、
え、合意を得た

話者A：では、そちらどうぞ。 前の、前の＊。  話者
A：トウキョウ新聞のカワタと申します。 お願いしま
す。  話者A：オネガイ＊します。  話者A：あの公約
集の中にですね、あのう、岸田総裁が、あの、総...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

20
説明の少ない話

題
使えないものが残っておりますので、ま
あ、そこを皆無にする

話者A：はい、じゃあ、前のそちら＊。  話者A：すみ
ません、アサヒ新聞のナラザキ＊です。 よろしくお願
いします。  あの選択的夫婦別姓、あの別氏について
お伺いします。 あのう先週7日に、タカイチ政調会...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

21
説明の少ない話

題
論点整理をベースとさせていただきまし
た。

話者A：今年になって新たに、ええ、自民党の中に、
ええ、氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム
が設置されまして、ええ、イシハラ先生の、ええ、
リーダーシップの下で議論が行われました。 で、今回
の公約に...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

22 説明のある話題 直轄本部で、ええ、行われております。

話者A：共同通信のスズキです、あのよろしくお願い
いたします。 ええ、憲法改正についてお伺いします。 
あの、かい、自民党の会見4項目の中にですね、あの
緊急事態条項っていうのございますけれども、これあ
の党...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう



↓

23→ 具体的説明
しっかりとまた議論をされるべきことで
あろうと思います。

そして、今回の、ええ、コロナ禍を経てですね、あの
緊急事態とはなんぞやと、まあこれはあの安全保障上
の問題、あの国防上の問題だけではなくて、まあ大災
害、まあこれもあの当然、も、元々から、ええ、視野
に入っておりますけれども。 まあとんでもない大災害
が起きたような場合、そして今回のようなまあ感染症
が蔓延したような場合、まあこういったことも、え
え、緊急事態ではないかっていうお声も沢山出ており
ますので、まあこ...

24→ 具体的説明 できるだけあの回数が多く開催できれば

まあそれ以上に、ええ、国会の、ええ、憲法審査会の
中で、まあできるだけあの回数が多く開催できればい
いんですけれども。 まあその中で他党の皆様もやはり
同じような意識を持っておられる方も多いかと思いま
すので、丁寧に議論をしていただけたら、とってもあ
りがたいと思います。...

- -

27 説明のある話題
経営というものに、え、目を向けていた
だきたく

まあ、こういった方々にメリットを与えていくってい
うのは、今や国際社会の中でも、まあ1つのあの大き
な流れになってきていると私は考えております。 まあ
実際に、ええ、諸外国の企業でもまあそのようなこと
を実践...

←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
企業っていうのはこれから考えていかな
きゃいけない

あのそうした懸念にはどういうふうにお答えになるで
しょうか？  話者A：これ、あの、そう、あのキシダ総
裁がですね、まあとても力を入れておられるのが、ま
あこの新しい資本主義に含まれるとは思うんですけれ
ども。 まあ株主だけではなくて、ええ、働いておられ
る従業員の方々、またお取引先の方、そして、また、
ええ、消費者の方々、ええ、も含めて、それから社会
への貢献、まあこういったことも含めてですね、え
え、企業って...

- -

31 説明のある話題 アイデアを出し、また予算措置をして

で、まあ、これに沿って今、様々な取り組みを進めて
きておりますけれども、まあ、基地が返還された場合
ですね、まあ、そこをどう活用して、振興につなげて
いくか、地元の方々の幸せにつなげていくか、また豊
かさにつ...

←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
新しいイノベーションが産まれる場所に
して

まあ、そしてまた、新しいイノベーションが産まれる
場所にしていこう。 まあ、こういった取り組みをして
まいりました。 そして、先ずあの、普天間基地、ま、
非常に、あの、住宅や学校等、え、あるなかで、大変
危険な状態で、これは長年、え、移設ができないでい
る、ま、これを辺野古へ移設すると。 ま、この方針を
閣議決定したのは、民主党政権の時でございました。 
2010年でございます。...

- -

32
説明の少ない話

題 日米地域協定のあり方ということ

また、日米地域協定のあり方ということなんですけれ
ども。 まあ、これは、あの、実際に政府、え、のほう
で、え、しっかりと議論をされなきゃいけないんです
けれども。 私ども。  話者A：自民党の立場で、ま
あ、...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

34 説明のある話題
総選挙で使うための政策パンフレットと
いう位置付け

話者A：では、それは事務局のほうから、私のほうか
ら説明をさせていただきますと、まずあの、今日、
えー、お手元に、えー、ある、その岸田総裁が表紙の
ですね、えー、こちらを政策パンフレットと私ども
言ってますが...

←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
優先順位等があるのか、お聞かせくださ
い

で、では、目の前のそちら、どうぞ。  話者A：あ、
ニッケイ新聞のイマオ＊です。 よろしくお願いしま
す。  あの、外交安保の章なんですけれども、政策バ
ンクのほうに防衛費の2パーセント目安という、
うー、記述があると思うんですけれども、前のほうに
はあの、充填項目のところにはなくててですね。 その
政策バンクと、その前の充填事項のその扱いの違いと
言いますか、中期、長期的な目標で政策バンクに載せ
ているのか、優...

- -

36 説明のある話題 この中に、ええ、反映をさせていただき

また、総裁選挙を経ておりますので、えー、他の、あ
の、候補の政策はどうなってるんだと、まあ、いうふ
うにお思いかもしれませんが、あの、ノダ候補がオ＊
訴えになってた、こどもまんなか、これもあの、私の
危機管理...

←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



↓

35→ 具体的説明 特にこだわられた部分っていうもの

では、すいません、チョウ＊、あの、2時になりまし
ててですね、そろそろ時間もありますから、＊、すい
ません、じゃああとお2人の方とさせていただいて＊
ます。 その、斜め後ろの、今半袖の方。  話者A：ど
うぞ、はい。  話者A：マイニチ新聞のエンドウと申し
ます。 えっと、政権公約の関係でなんですけれども、
えー、危機管理投資の面だと、あの、タカイチ政調会
長が総裁選の頃から、かなり主張されてた部分が盛り
込まれ...

37 → 具体的説明
生かせるものは生かしたと、ええ、いう
こと

それからあの、コウノ、ええ、候補が訴えて、訴えて
おられた、ま、デジタル、グリーン、それからコロナ
対策も、あの、ま、私たちとあの非常に一致した面が
多いんですけれども、それからサイバー、ええ、宇
宙、電磁波なども、非常にこう、国防政策についても
ですね、あのしっかりとした、え、見解を出しておら
れ、ま、それらは国防部会の方でも、ええ、しっか
り、ええ、受け入れて頂ける、ま、そういった内容で
あったと思います。 ...

- -

38 説明のある話題
政治の信頼回復というような項目という
のが見当たらない

話者A：ありがとうございました。 ええ、それではあ
の、真ん中のそちら、はい、お願いします。  話者A：
中国新聞のクワバラです。 よろしくお願いします。  
話者A：よろしくお願いします。  話者A：重点...

←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
信頼感を、ええ、もって、そしてまた回
復して

で、ま、政治とカネの問題ということでございますけ
れども、ま、これもキシダ総裁がですね、あの、本当
にあの、皆様とのこの対話というものを大事にされな
がら、あの、信頼感を、ええ、もって、そしてまた回
復していくと、あの、いうことでございます。 それか
ら、ええと、ここですね、66ページになります。...

40→ 具体的説明
法改正の速やかな実現と、ま、不断に政
治改革に

あの、この先ほどの議員の歳費返納を義務付ける法改
正の速やかな実現と、ま、不断に政治改革に取り組み
ます、と。 あのバンクの方になりますけれども、まあ
これで、大体、あの、公明党さんと、あの、合意をし
た内容についてはこれで担保できると考えておりま
す。 また、国会での説明のあり方云々の議論もありま
すけれども、これやっぱり国会対策、ええ、の方で大
きめになることでございますし、ま、それぞれのエエ
ユウ＊の判断、...

- -

41
説明の少ない話

題
政見公約発表記者会見、終了させていた
だきたい

ええ、それではすいません、予定していた時間が、と
なりましたので、ええ、このあたりで、ええ、政見公
約発表記者会見、終了させていただきたいと存じま
す。 ご協力いただきました皆様方に改めて感謝申し上
げ、ええ...

←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
政審総務会と、
え、手続きを終え
たもの

【自分】【無音00:20まで】ええ、せ、この政権公約につき
ましては、え、事柄の性質上、平場の議論というものはおこ
なっておりませんが、え、各部会長、捜査会長などの皆様か
ら、これまでの議論を踏まえて、え、按分を提出していただ
き、え、また岸田総裁の、え、政策を、え、盛り込んだ上で
最終的に統合したものを、え、10月7日の正副会長部会長会
議でセイチョウ＊としての総合調整を行いました。 ま、そこ
で、え、いただいたご意見をもとに、え、また加筆、ちゅ
う、修正などを、え、行い、そして、え、政審総務会と、
え、手続きを終えたものでございます。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

2

しっかりとした方
策を示し、国民の
皆様にお訴えをし
て

で今回の総選挙は新型コロナウイルス感染症が発生してか
ら、ま、初めてとなる、え、全国的な国政選挙でございま
す。 また岸田新総裁のもとで、え、行う政権選択の選挙でご
ざいます。 ま、まずはコロナ禍にどう立ち舞うか、そしてそ
の先の我が国の未来をどう開き、え、国民の皆様に安心と希
望をもたらすのか。 え、更には流動化する国際情勢にあっ
て、いかに国民の皆様の生命、領土領海領空資源、え、そし
て国家のシュケン＊と名誉を守っていくのか、まあ、こう
いった事柄についてしっかりとした方策を示し、国民の皆様
にお訴えをしてまいりたい、ええと、考えております。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

3
8つの柱で、え、
構成をさしていた
だきました

ま、以下、重点項目、え、に沿って、え、説明を申し上げま
す。 え、今回の重点事項は、まずは感染症対策でございま
す。 え、第2に新しい資本主義による分厚い中間層の再構
築。 え、第3に国の基である、え、農林水産業。 え、第4に
地方創生。 え、第5に経済安全保障。 第6に外交安全保障。 
第7に憲法。 え、第八に憲法かい、あ、第7に教育。 え、第8
に、え、憲法改正という、は、あの、8つの柱で、え、構成
をさしていただきました。

[16]「政策バン
クにつきまして
は、これは各部
会、調査会など
で取りまとめご
提出」について
の具体的説明

4
まずはコロナ対策
でございます

まあ、1つ目の柱は、え、感染症、まあ、あの他の感染症も
含む、え、ものでございますが、ま、まずはコロナ対策でご
ざいます。 ま、現在国民の皆様の、と、とって大きな、え、
不安でもあり、また経済をはじめとする様々な、え、社会活
動の足かせとなっているのが、え、コロナだと言っても過言
ではございません。 で、このような対策につきましては、国
民の皆様に命と暮らしを守るために、常に最悪の事態を想定
した危機管理を行う姿勢を、え、打ち出した上で、国民の皆
様にご協力を求める際には、対策の必要性や決定のプロセス
について、納得感のある説明に努める旨を掲げさせていただ
きました。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

5
テイキョウ＊体制
確保の為の法整備
などを記載

まあ、その上で、ワクチン接種や経口治療薬、また病状や、
病床や人材の確保といった、ま、いわゆる感染症対策。 それ
から中小企業小規模事業者などへの支援や雇用の確保、生活
困窮者の方々への支援など、経済や暮らしに関わる施策。 
え、更には、司令塔機能や国産治療薬ワクチンの研究開発生
産体制の強化、え、人流抑制や医療＊。  
【自分】テイキョウ＊体制確保の為の法整備などを記載いた
しました。

[4]「まずはコロ
ナ対策でござい
ます」について
の具体的説明

6

この3つの視点か
ら自民党が取り組
んでいく姿勢をお
示し

ま、いわゆる感染症対策、え、経済と暮らしを踏まえた、
えー、この下支え。 そして、ま、今回の経験を踏まえて将来
に向けた様々な備え。 この3つの視点から自民党が取り組ん
でいく姿勢をお示ししたものでございます。

[5]「テイキョウ
＊体制確保の為
の法整備などを
記載」について
の具体的説明



7
成長と分配で分厚
い中間層を再構築
する

デ＊、2つ目の、えー、経済成長と分配におきましては、キ
シダ総裁の新しい資本主義を掲げつつ成長と分配で分厚い中
間層を再構築する旨、そして全世代の安心感を創出する旨
を、えー、記載さしていただきました。 え、成長に関する事
項といたしましては、大胆な危機管理投資、成長投資にかか
る、えー、事項を厚く取り扱いました他、中小企業、小規模
事業者支援にも触れております。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

8
全ての世代が安心
できる持続可能な
社会保障の構築

ま、一方、いわゆる分配に関する事項としましては、全ての
世代が安心できる持続可能な社会保障の構築を掲げまして、
ま、具体的には子育て支援を始め、医療、介護、年金、更に
は孤独孤立対策など幅広い政策を列記いたしました。 また、
労働分配率の向上や、え、下請け取引に対する監督体制の強
化などにも触れさせていただきました。

[7]「成長と分配
で分厚い中間層
を再構築する」
についての具体

的説明

9

農林水産業を、今
回は大項目、柱の
1つに掲げさして
いただきました

え、3つ目は農林水産業でございます。 従来の公約集では、
えー、地方創生、地方振興の項目の中に位置付けておりまし
た農林水産業を、今回は大項目、柱の1つに掲げさしていた
だきました。 これは食の安全保障の確立の観点から、食料自
給率、食料自給力の強化、えー、向上が重要であるという認
識や、農林水産業を成長産業化することによって、ま、美し
い地域の伝統文化を守り活力ある社会を創るという決意を、
えー、示させていただいた上で、農林部会、水産部会からい
ただいた事項を記載させていただきました。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

10

4つ目は、いわゆ
る地方創生、
えー、地方振興に
関する事項

で、4つ目は、いわゆる地方創生、えー、地方振興に関する
事項でございます。 私は、地方には大きな伸び代があると考
えております。 ま、この認識のもと、日本全国どこに住んで
いても安全に生活できる、ま、必要な医療福祉や高度な教育
を受けることができる、そして働く場所がある、ま、こうい
う私達が目指す日本の姿をお示しすると共に、えー、きし、
キシダ、えー、総裁が訴えておられましたデジタル田園都市
国家構想の実現も、しっかりと打ち出させていただきまし
た。 まあ、具体的な施策としましては、地方のデジタル化と
いうことを打ち出しているのを始め、ま、地方経済を支える
観光の本格的な再生、地産地消型エネルギージュ＊給体制の
構築、地域金融機関を通じた地域経済の回復、再生につい
て、えー、記載しました他、えー、とても大事な案件として
災害被災地の復興の加速化を書き込ませていただきました。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

11
5つ目は経済安全
保障でございます

で、5つ目は経済安全保障でございます。 これは、えー、生
活や産業や医療などに必要な物資の国内調達、また日本の機
微技術や戦略物資、えー、などの海外流出を阻止する、そし
てサイバー攻撃から国民の皆様の生命や財産を防護する、
えー、こういった目標に向けた我が党の決意を、ま、示す意
味で、えー、あえて一本柱と、えー、させていただ。  
【自分】きました。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

12
日本外交の展開と
国防力の強化に資
する施策を列記

え、6つ目が、外交、国防でございます。 え、これは国民の
皆様の生命と財産、領土、領空、領海、資源、え、国家の主
権と名誉を守るという、え、決意をお示しした上で毅然とし
た日本外交の展開と国防力の強化に資する施策を列記させて
いただきました。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

13

ご家庭や学校、
え、地域社会で豊
かな学びの機会を
提供する

え、7番目は教育です。 え、今まで申し上げた、様々な政策
を実現するにしても何といっても大切なのは人材力でござい
ます。 国家の基本でございます。 誰一人取り残さない教
育、そして伸びる子はどんどん伸ばす教育を実現するという
考え方を示させていただきますとともに、ご家庭や学校、
え、地域社会で豊かな学びの機会を提供するという方針を掲
げております。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

14
世界と伍する研究
環境の構築、高等
教育の質の向上

ま、具体的な施策としましては世界と伍する研究環境の構
築、高等教育の質の向上、AI教育、え、リカレント教育の充
実、え、教育文化の、え、教育分野のデジタル化、リモート
化といった取り組み、え、これを列記しました他、いじめ不
登校などの問題、通学路の安全対策にも触れさせていただい
ております。

[13]「ご家庭や
学校、え、地域
社会で豊かな学
びの機会を提供
する」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

15
憲法改正への取り
組みをさらに強化
する

そして、え、公約の節目は、え、毎度同じでございますが、
憲法改正でございます。 え、国民主権、基本的人権の尊重、
平和主義。 え、この基本原理はしっかり堅持するという姿勢
を示した上で、自衛隊の明記、え、緊急事態対応、え、また
ゴオクカイショ＊、え、地方公共団体、え、教育充実のこの
4項目を提示し、憲法改正への取り組みをさらに強化する決
意を示させていただきました。

[3]「8つの柱
で、え、構成を
さしていただき
ました」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



16

政策バンクにつき
ましては、これは
各部会、調査会な
どで取りまとめご
提出

え、なお、政策バンクにつきましては、これは各部会、調査
会などで取りまとめご提出をいただきました。 ま、様々な施
策を重点事項と同様の柱に沿って、ならば、並べ替えさせて
いただいたものでございます。 え、政見公約の概要につきま
しては以上でございます。

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。

17
内容と実行力、そ
の双方をご覧いた
だいて

え、ただ、ま、政策というのは、ま、実現できてこそ政策で
す。  政治は結果です。 絵に描いた餅であってはなりませ
ん。 え、国民の皆様には、ま、自民党の公約はもちろん、
え、他の政党がお示しになる政策も十分、え、吟味していた
だきますとともに、その実行力、え、実現力というものを、
え、何れの政党が持っているのか、え、後は内容と実行力、
その双方をご覧いただいて。 やっぱり自民党だと思っていた
だける、こういうご判断をしていただけるように、ま、私た
ちも最大限の努力をして参りたい、こういう風に考えており
ます。 どうかよろしくお願いいたします。 冒頭、私からは
以上でございます。  
【自分】ありがとうございました。

起点となる話題 ✔

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

18

将来に向けて私た
ちは責任を持って
いかなければなり
ません

それではこれから質疑に入ります。 挙手の上、え、私が指名
をさせていただきますので、え、社名とお名前をお知らせい
ただいて、え、その後質問をお願いいたします。 それでは各
社いかがでしょうか？ じゃあ、手早かった、そちらショウメ
ン＊から。  
【自分】NHKのナカムラと申します。 あの、え、まずです
ね、あの、1点伺いたいのは、あの、この公約の、ま、え、
最初のページにも書かれてる、その、キシダさんの、その、
新しい時代を皆さんとともに、え、この、ま、え、キーワー
ドといいますか、キャッチフレーズといいますか。 これにつ
いての、あの、タカイチさんの受け止めとですね、ま、あ
の、この、え、キャッチフレーズを、こう、広めていくにあ
たってどういう取り組みが必要か教えてください。  
【自分】はい。 あの、今。  
【自分】ほんとに、コロナで、え、大変でございますけれど
も、まあ、今生きてる日本人と、それから生まれてくる子ど
も達も含め、え、将来に向けて私たちは責任を持っていかな
ければなりません。 まあ、コロナ後も見据えた政策もたくさ
ん盛り込ませて頂いております。 ア＊まさに新しい時代をつ
くる、ア＊しかも独りよがりなものじゃなくて、皆様ととも
に国民の皆様とともにという、え、キシダ総裁の非常に強い
思いの言葉、ア＊の、こもったお言葉を頂いたと思っており
ます。

起点となる話題 ✔

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

19

部会や、え、調査
会で積み上げてき
て、え、合意を得
た

【自分】では、そちらどうぞ。 前の、前の＊。  
【自分】トウキョウ新聞のカワタと申します。 お願いしま
す。  
【自分】オネガイ＊します。  
【自分】あの公約集の中にですね、あのう、岸田総裁が、あ
の、総裁選の頃から主張していた、あの、令和版所得倍増計
画というスローガンであったり、あの、さきの、あの、初心
しょう、表明でも触れておられた、あの、子育て世帯の住居
費、教育費の支援強化ここ、この、あの、項目っていうのが
ちょっと、あの見当たらなかったんですけども。 これについ
ては、その公約の取りまとめ作業の中で、こう、どういう議
論があってそこが、あの、ないク＊無くなっているのかって
いうの教えてください。  
【自分】ハイ＊、あのう、公約は、あくまでも、え、自民党
としての公約でございますので、まあ、これまで、部会や、
え、調査会で積み上げてきて、え、合意を得たもの。 そし
て、まあ、せんぱん総裁選挙もございました。 まあ、4人の
候補者で様々なことをウッタエイタ＊しましたが、まあ、そ
の中で4人ともがそうだよねと、え、合意を、まあ、得たも
のをまた新たにですね、え、盛り込んだかたちで。 まあ、主
にキシダ総裁、総裁の政策を盛り込んでいるんですけれど
も。 まあそれを各部会中に、え、ご覧頂いて、で、まあ、こ
れだったら党として受けられる。 で、自民党を挙げて、え、
実現できると＊いうことを示ししたものでございます。 ま
あ、抜けてるものも多少あるかと思いますけれども、また内
閣の方で、え、しっかりとおすすめになって、で、おすすめ
になる前には、自民党でしっかりと、え、法案であれば法案
の審査を徹底的に行わせて、え、頂きます。 マ＊そういった
位置づけでございます。

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。



20

使えないものが
残っておりますの
で、まあ、そこを
皆無にする

【自分】はい、じゃあ、前のそちら＊。  
【自分】すみません、アサヒ新聞のナラザキ＊です。 よろし
くお願いします。  あの選択的夫婦別姓、あの別氏について
お伺いします。 あのう先週7日に、タカイチ政調会長、官邸
で総理に、あのう＊公約の素案についてご説明された際に、
あのう、おおむね了解されたということで、あの、おは、お
話いただいていましたけれども。 あのう途中まで、あの、こ
の素案と同じな、同じ書きっぷりなんですが、あの、最後
に、あの夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方について、
更なる検討を進めると、＊最後一文が、最後無くなっている
んですけれども。 この表現ぶりが、その、後退している、こ
の削られた理由だったり、その経緯について、あの、お聞か
せいただきたい。 あの＊コレハ＊キシダ総裁も了解済みで、
これ無くなっている＊ど＊、どなたの判断なのかも含めてお
願いします。  
【自分】あ、はい、あのう、選択的夫婦別姓につきました
は、あの、過去、え、ま、平成21年の選挙ぐらいからずっと
＊の衆参の選挙のたびに、＊自民党としては、え、ツウジョ
ウ＊使用の拡大を推進するというお約束をして参りました。 
そしてまたマイナンバーカードや、え、それから、まあ、住
民基本台帳、え、も含めてですね、え、できるだけこの婚姻
前の氏の、え、活用シーンを増やしていく。 ま、こういった
ことを約束してきまして。 急速に進んだと思います。 ＊私
自信もそのための努力を精一杯いたしました。 ですから、ま
あ、これまでの公約に続けてカイテ＊きたことについては、
ま、更にまだ使えないものが残っておりますので、まあ、そ
こを皆無にするためにしっかりと頑張って参りたいと思いま
す。 それから、あの、こと。

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
論点整理をベース
とさせていただき
ました。

【自分】今年になって新たに、ええ、自民党の中に、ええ、
氏制度のあり方に関する検討ワーキングチームが設置されま
して、ええ、イシハラ先生の、ええ、リーダーシップの下で
議論が行われました。 で、今回の公約についても、このワー
キングチームにおける、ええ、論点整理をベースとさせてい
ただきました。 まあこの氏制度のあり方を巡っては、まあ党
内にも国民の皆様の間にも様々なご議論がありますから、ま
あどのようなあの形を提示すればあの本当に納得感が得られ
るのか、まあこの辺りも含めて、ええ、丁寧に議論をしてい
きたいと考えております。 あの公約が、こう、後退したとい
うことでは決してないと思っておりますし、あのキシダ総裁
にもしっかりと公約の原案はあのご覧いただいております。  
【自分】ありがとうございました、どうぞ。

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
直轄本部で、え
え、行われており
ます。

【自分】共同通信のスズキです、あのよろしくお願いいたし
ます。 ええ、憲法改正についてお伺いします。 あの、か
い、自民党の会見4項目の中にですね、あの緊急事態条項っ
ていうのございますけれども、これあの党内にあの緊急事態
条項に新型コロナウイルスのようなですね、あの感染症対応
も加えるべきだという意見がございます。 ただ、これあの今
回の政権公約に明記されておりませんけれども、その、こ
ん、あの今後ですね、感染症を加える案について、あの議論
されるお考えあるかどうか現在の検討＊お願いいたします。  
【自分】あの、この憲法改正につきましては、総裁、ええ、
直轄本部で、ええ、行われております。

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。

23

しっかりとまた議
論をされるべきこ
とであろうと思い
ます。

そして、今回の、ええ、コロナ禍を経てですね、あの緊急事
態とはなんぞやと、まあこれはあの安全保障上の問題、あの
国防上の問題だけではなくて、まあ大災害、まあこれもあの
当然、も、元々から、ええ、視野に入っておりますけれど
も。 まあとんでもない大災害が起きたような場合、そして今
回のようなまあ感染症が蔓延したような場合、まあこういっ
たことも、ええ、緊急事態ではないかっていうお声も沢山出
ておりますので、まあこれはまた、ええ、総裁直轄機関の方
で、ええ、しっかりとまた議論をされるべきことであろうと
思います。

[22]「直轄本部
で、ええ、行わ

れておりま
す。」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

24
できるだけあの回
数が多く開催でき
れば

まあそれ以上に、ええ、国会の、ええ、憲法審査会の中で、
まあできるだけあの回数が多く開催できればいいんですけれ
ども。 まあその中で他党の皆様もやはり同じような意識を
持っておられる方も多いかと思いますので、丁寧に議論をし
ていただけたら、とってもありがたいと思います。

[22]「直轄本部
で、ええ、行わ

れておりま
す。」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



25
投資判断に必要な
情報がまあ減って
しまう

【自分】はい、では真ん中の列のその女性、お願いします、
どうぞ＊。  
【自分】ブルンバーク＊のノブヒロと申します。  あの分配
政策のところで、総理もあの所信表明の中で言及された、え
え、四半期開示の見直しにあの記載があると思うんですが。 
あのこちらの目的と、まあどのようなタイムスパンであの考
えられてるのかっていうの、もう少しお伺いしたいのと。 や
はり、まあこうしたことを実施することで、まあ投資に、投
資判断に必要な情報がまあ減ってしまうんではないかという
部分もあります、あると思うんですが。

[26]「企業って
いうのはこれか
ら考えていかな
きゃいけない」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

26
企業っていうのは
これから考えてい
かなきゃいけない

あのそうした懸念にはどういうふうにお答えになるでしょう
か？  
【自分】これ、あの、そう、あのキシダ総裁がですね、まあ
とても力を入れておられるのが、まあこの新しい資本主義に
含まれるとは思うんですけれども。 まあ株主だけではなく
て、ええ、働いておられる従業員の方々、またお取引先の
方、そして、また、ええ、消費者の方々、ええ、も含めて、
それから社会への貢献、まあこういったことも含めてです
ね、ええ、企業っていうのはこれから考えていかなきゃいけ
ない。

[27]「経営とい
うものに、え、
目を向けていた
だきたく」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

27
経営というもの
に、え、目を向け
ていただきたく

まあ、こういった方々にメリットを与えていくっていうの
は、今や国際社会の中でも、まあ1つのあの大きな流れに
なってきていると私は考えております。 まあ実際に、ええ、
諸外国の企業でもまあそのようなことを実践されているとこ
ろが増えてきているんじゃないかと、ええ。  
【自分】ト＊思っております。 ですから、この長期的な、ま
あ、視点っていうのも大事にしないとですね。 あの、あま
り、こう短期的に利益をあげることだけを考えていきます
と、ま、企業にとっては長期的な人材投資もできないし、ま
た長期的な研究開発もできないし、ということになってしま
いますので。 やはり、企業にも長期的な視点、そして公益的
な、ま、経営というものに、え、目を向けていただきたく、
まあ、こういった取り組みだと考えております。  
【自分】ありがとうございました。

起点となる話題 ✔

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

28
沖縄の基地問題に
ついてご質問あり
ます

では、その後ろの女性お願いします。  
【自分】リュウキンシンポウのトイヤマです。 よろしくお願
いします。  あの、沖縄の基地問題についてご質問ありま
す。 え、先ず1点ですね、あの、え、米軍再編を着実に進
め、自治体への重点的な基地周辺対策を実施しますとありま
す。 これは具体的にどのようなことを、あの、え、想定され
ていますか？ ていうことですね。 あと1点、え、日米地域協
定をあるべき姿を目指しますとありますが、え、県な、県や
全国知事会では抜本的な改定を求めています。 え、具体的に
あるべき姿というのは、どのようノフウニ＊想定されている
のか教えて下さい。  
【自分】はい。  
【自分】政策バンクのほうですよね。 はい。  
【自分】ちょっとページを仰っていただけたら＊。  
【自分】何ページか、すいません。 仰ってもらっていいです
か？  
【自分】すいません。 えっと、ですね、後ろの第6の、え、
毅然とした日米外交の展開と国防力の強化で日本を守るって
いう6の部分の、えっと、10、すいません。 ページ数がよく
わからないんですけど。  
【自分】あ、わかりました。  
【自分】はい。  
【自分】あの、すいません。 先ず、あの、基地周辺、あの、
進行政策についてでございますかね？  
【自分】あ、えっと、ですね。  
【自分】＊。  
【自分】あの、米軍再編を着実に進め、え、基地周辺、え、
地域の、え、重点的な対策をするというふうに書かれてある
んですけども。 この基地周辺対策っていうのは具体的にどの
ようなことを、え、想定されているのかっていうことと。 
え、日米地域協定のあるべき姿っていうのはどのようなふう
に、え、改定ではなくですね、あるべき姿っていうのは、ど
ういったものを想定されるのかっていうのを教えて下さい。  
【自分】はい。

[29]「できるだ
け、え、沖縄

を、まあ、振興
していこう

と。」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



29
できるだけ、え、
沖縄を、まあ、振
興していこうと。

あの、先ず、ちき、あの、基地周辺、え、も含めまして沖縄
振興に関しては、非常に強い意志を持って、自民党としては
取り組んでまいりました。 あの、私自身が閣僚努めておりま
した時も、沖縄担当いたしておりましたので、まあ、毎年度
の予算のなかで、まあ、できるだけ、え、沖縄を、まあ、振
興していこうと。

[30]「新しいイ
ノベーションが
産まれる場所に
して」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

30
新しいイノベー
ションが産まれる
場所にして

まあ、そしてまた、新しいイノベーションが産まれる場所に
していこう。 まあ、こういった取り組みをしてまいりまし
た。 そして、先ずあの、普天間基地、ま、非常に、あの、住
宅や学校等、え、あるなかで、大変危険な状態で、これは長
年、え、移設ができないでいる、ま、これを辺野古へ移設す
ると。 ま、この方針を閣議決定したのは、民主党政権の時で
ございました。 2010年でございます。

[31]「アイデア
を出し、また予
算措置をして」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

31
アイデアを出し、
また予算措置をし
て

で、まあ、これに沿って今、様々な取り組みを進めてきてお
りますけれども、まあ、基地が返還された場合ですね、ま
あ、そこをどう活用して、振興につなげていくか、地元の
方々の幸せにつなげていくか、また豊かさにつなげていく
か。 まあ、ここをしっかりし、あの、私達は検討しアイデア
を出し、また予算措置をしていくと、え、いうのが自民党の
方向性でございます。

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。

32 日米地域協定のあ
り方ということ

また、日米地域協定のあり方ということなんですけれども。 
まあ、これは、あの、実際に政府、え、のほうで、え、しっ
かりと議論をされなきゃいけないんですけれども。 私ども。  
【自分】自民党の立場で、まあ、今の日米地位協定の、まあ
片務性であったり、それから、そうですね、まあ例えば、
えー、何か事件が起きたときに、その容疑者の引き渡し、
えー、などについては、まあ相当な改善はなされてきており
ますけれども。 例えば海外に自衛隊が派遣されたときに、ま
あ、その国の、あの、法律で、えー、裁かれる、その国の司
法制度で裁かれると、まあ、いうことでは、これはこれで、
えー、また、大変困ったことになります。 ま、いろんな、ま
あ課題を把握しながら、えー、しっかりと、まあ日米、
えー、地位協定のあり方、まあより、えー、基地を受け入れ
てらっしゃる地元の方々の安心感というものを担保するとと
もに、ま、海外に自衛隊が出た場合などにですね、えー、そ
の安全も確保しなきゃいけない。 そして、まあ今は明らかに
片務性がございます。 ま、ここに対して、えー、どう対応し
ていくのか、まあ、自民党としては議論を深めていきたいと
考えております。  
【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。

33
優先順位等がある
のか、お聞かせく
ださい

で、では、目の前のそちら、どうぞ。  
【自分】あ、ニッケイ新聞のイマオ＊です。 よろしくお願い
します。  あの、外交安保の章なんですけれども、政策バン
クのほうに防衛費の2パーセント目安という、うー、記述が
あると思うんですけれども、前のほうにはあの、充填項目の
ところにはなくててですね。 その政策バンクと、その前の充
填事項のその扱いの違いと言いますか、中期、長期的な目標
で政策バンクに載せているのか、優先順位等があるのか、お
聞かせください。

[34]「総選挙で
使うための政策
パンフレットと
いう位置付け」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

34
総選挙で使うため
の政策パンフレッ
トという位置付け

【自分】では、それは事務局のほうから、私のほうから説明
をさせていただきますと、まずあの、今日、えー、お手元
に、えー、ある、その岸田総裁が表紙のですね、えー、こち
らを政策パンフレットと私ども言ってますが、こちらのほう
が政権公約とさせていただいておりまして、えー、選挙中に
これ配布するものですから、まあ、こく、いわゆる国民との
お約束という意味で、えー、実際に今回の総選挙で使うため
の政策パンフレットという位置付けになります。 そして、そ
の、この政権公約の背景にあるものが、自民党政策バンクと
言いまして、これも、エー＊、政調会長言われましたよう
に、自民党の各部会、あるいは、せ、えー、それぞれのせ、
えー、調査会でこれまで、えー、積み上げられてきた議論の
中で取りまとめて、えー、えー、いただいたものと、それの
いわゆる政策集ということになり、それを政策バンクと言わ
せていただいております。 そういう違いがございます。  
【自分】はい。  
【自分】はい。

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
特にこだわられた
部分っていうもの

では、すいません、チョウ＊、あの、2時になりましててで
すね、そろそろ時間もありますから、＊、すいません、じゃ
ああとお2人の方とさせていただいて＊ます。 その、斜め後
ろの、今半袖の方。  
【自分】どうぞ、はい。  
【自分】マイニチ新聞のエンドウと申します。 えっと、政権
公約の関係でなんですけれども、えー、危機管理投資の面だ
と、あの、タカイチ政調会長が総裁選の頃から、かなり主張
されてた部分が盛り込まれてると思うんですけれども、特に
こだわられた部分っていうものを教えていただけないでしょ
うか？  
【自分】はい。 あのまあ、危機管理という、あの危機管理投
資という言葉は、まあ、私自身も総裁選挙でも訴えてまいり
ましたが、まああの、自分が地元で訴えているような、あ
の、ものの中にも入ってきております。 ただ、中に盛り込ま
れている個々の、えー、内容というものは、まあこれまでの
党内の、えー、議論と通じるものがございます。

[36]「この中
に、ええ、反映
をさせていただ
き」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

36
この中に、ええ、
反映をさせていた
だき

また、総裁選挙を経ておりますので、えー、他の、あの、候
補の政策はどうなってるんだと、まあ、いうふうにお思いか
もしれませんが、あの、ノダ候補がオ＊訴えになってた、こ
どもまんなか、これもあの、私の危機管理投資と同様です
ね、あの、もともと、あの、党内のこども、若者、輝く未
来、えー、創造本部から提出された。  
【自分】ええ、提言に、ええ、ゲンコウ＊に基づいたもので
ございます。 またあの、キシダ総裁の政策は、ま、しっかり
とこの中に、ええ、反映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。

37
生かせるものは生
かしたと、ええ、
いうこと

それからあの、コウノ、ええ、候補が訴えて、訴えておられ
た、ま、デジタル、グリーン、それからコロナ対策も、あ
の、ま、私たちとあの非常に一致した面が多いんですけれど
も、それからサイバー、ええ、宇宙、電磁波なども、非常に
こう、国防政策についてもですね、あのしっかりとした、
え、見解を出しておられ、ま、それらは国防部会の方でも、
ええ、しっかり、ええ、受け入れて頂ける、ま、そういった
内容であったと思います。 ただ、ま、部会でこう積み上げて
きたものがありますから、ま、全ての表現がすべての候補者
の政策パンフレット通りになってるわけじゃありませんし、
ま、これはあくまでも自民党の公約でございますので、ま、
生かせるものは生かしたと、ええ、いうことでございます。  
あの、もちろんそれぞれの部会長、調査会長のご了解をいた
だいて、え、党内手続きを経ております。

[36]「この中
に、ええ、反映
をさせていただ
き」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

38

政治の信頼回復と
いうような項目と
いうのが見当たら
ない

【自分】ありがとうございました。 ええ、それではあの、真
ん中のそちら、はい、お願いします。  
【自分】中国新聞のクワバラです。 よろしくお願いします。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】重点政策の中で、もしあの、見落としていたら申し
訳ないんですが。 あの、総裁選の中でも色々と議論のあった
政治とカネ問題に絡めた、あの、政治の信頼回復というよう
な項目というのが見当たらないのですが、あの、連立与党の
公明党は歳費法の改正など、そういった文言を入れているわ
けですけども、ええ、この点が入っていなければその理由を
教えてください。  
【自分】あ、あの歳費法の改正につきましては、もうすでに
あの公明党の方とですね、協議をいたしまして、ま、自民党
としても協力をしてやっていこうということでございます。

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。

39
信頼感を、ええ、
もって、そしてま
た回復して

で、ま、政治とカネの問題ということでございますけれど
も、ま、これもキシダ総裁がですね、あの、本当にあの、皆
様とのこの対話というものを大事にされながら、あの、信頼
感を、ええ、もって、そしてまた回復していくと、あの、い
うことでございます。 それから、ええと、ここですね、66
ページになります。

[38]「政治の信
頼回復というよ
うな項目という
のが見当たらな
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



40
法改正の速やかな
実現と、ま、不断
に政治改革に

あの、この先ほどの議員の歳費返納を義務付ける法改正の速
やかな実現と、ま、不断に政治改革に取り組みます、と。 あ
のバンクの方になりますけれども、まあこれで、大体、あ
の、公明党さんと、あの、合意をした内容についてはこれで
担保できると考えております。 また、国会での説明のあり方
云々の議論もありますけれども、これやっぱり国会対策、え
え、の方で大きめになることでございますし、ま、それぞれ
のエエユウ＊の判断、ええ、されることでもございます。 
ま、特に司法に、今司法手続きにかかってることについて
は、なかなかケイケン＊に、ええ、申し上げるわけには参り
ませんので、まあこのあのイチモン＊をもって、ということ
でございます。  
【自分】はい、ええ、ありがとうございました。

[38]「政治の信
頼回復というよ
うな項目という
のが見当たらな
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

41
政見公約発表記者
会見、終了させて
いただきたい

ええ、それではすいません、予定していた時間が、となりま
したので、ええ、このあたりで、ええ、政見公約発表記者会
見、終了させていただきたいと存じます。 ご協力いただきま
した皆様方に改めて感謝申し上げ、ええ、そして来るべき総
選挙、私ども自由民主党、この政見公約に基づいてしっかり
と国民の皆様にゴタイオウ＊させていただくということをこ
の場でもお誓い申し上げ、終了させて頂きます。 ありがとう
ございました。  
【自分】どうもありがとうございました。 【無音04:17ま
で】。

起点となる話題 ✔

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


