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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

75%

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 あなたの大切な1票を、どうか自

民党に託してください

△ 少しゆったり
2 強力な物価対策を進めていきます

あなた側の話量は16分が適切と判定されました

3 外交と安全保障を両輪として展開
します

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 持続的な、ま、経済成長を実現します

5 デジタル技術をフル活用する、デジタ
ル田園都市国家構想を進めます

6 防災力を急ピッチで、え、進化させていきま
す

7 平和を守るための大前提は、毅然とした外交

8 大統領との信頼関係をもとに、日米同盟をさ
らなる高みに引き上げていきます

9 ウクライナは明日の東アジアかもしれないと
いう危機感で取り組んでいます

10 安心して、え、妊娠、出産、子育てができる
環境作り

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）

42.3語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ

10 OPEN
アフターコロナに向けた経済成長のための戦略、そして、賃金や所得についてはどうでしょう
か？

12 CLOSED これはコロナで傷ついた国民の暮らしが再生へと向かっていく流れと考えていいのでしょうか？

16 OPEN 国民の間にも、様々な声がありますが、総理ご自身は、今どのようにお考えでしょうか？



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　　 5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　6件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　5件
15 防災力を急ピッチで、え、進化させていきます 5 外交と安全保障を両輪として展開します

8 強力な物価対策を進めていきます
10 持続的な、ま、経済成長を実現します

14
デジタル技術をフル活用する、デジタル田園都市
国家構想を進めます

17
あなたの大切な1票を、どうか自民党に託してく
ださい



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

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

何らかの掘下げをした話題数　　 5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）

5 説明のある話題 外交と安全保障を両輪として展開します

あ、事実、北朝鮮による核ミサイル開発、中国による
東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更の試み
など、日本の安全保障か。  話者A：キョウハ＊、一段
と厳しさを増しています。 え、こうした中、え、本年
末...

↓

4→ 具体的説明
ウクライナは明日の東アジアかもしれな
いという危機感で取り組んでいます

話者A：そうした中で、日本を取り巻く安全保障環境
に目を向けると、ロシアによるウクライナ侵略は言う
までもなく、北朝鮮はミサイル発射実験を繰り返し、
核実験の再開にすら言及しています。 また、中国もロ
シアと爆撃機を共同飛行させるなど、国民の皆さんも
強い不安をおぼえています。  話者A：え、ロシアによ
るウクライナ侵略は、あ、対岸の火事ではありませ
ん。 え、私は、ウクライナは明日の東アジアかもしれ
ないという...

- -

8 説明のある話題 強力な物価対策を進めていきます

また、2月以降の物価上昇も他の主要国と比べ4分の1
ほどに収まっています。 引き続き、くら、暮らしが苦
しいとの国民の皆さんの声をしっかりと受け止め、
5.5兆円の予備費なども活用したさらなる対応も含
め、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

↓

6 →
記憶に残す要素
（客観・デー

タ）

物価の急上昇に対し、政府はあらゆる対
策を素早く打ち出しています

話者A：安全保障と共に、今、国民の大きな不安を生
んでいるのが国内経済です。 ウクライナが戦禍に包ま
れ原油価格が上昇、日本経済へ大きな影響を与えてい
ます。 さまざまな物価の急上昇に対し、政府はあらゆ
る対策を素早く打ち出していますね。  話者A：はい、
ええ、日本の物価上昇はほとんどがエネルギーと食料
品価格の上昇です。 日本だけではなくウクライナ侵略
が世界各国で国民の懐を直撃しています。 え、まさに
ロシ...

7→ 具体的説明
ウクライナ侵略後のガソリン価格の値上
がり幅は欧米諸国の半分程度にとどまっ
ています

え、既に、ええ、補助金を投入し、え、ガソリンなど
の燃油価格の急上昇を抑えています。 え、この補助金
がなければ1リットルあたり210円を超えている価格
を170円台に抑えることができており、ウクライナ侵
略後のガソリン価格の値上がり幅は欧米諸国の半分程
度にとどまっています。...

9→ 具体的説明
全国津々浦々の状況を把握しきめ細かく
対応

また、物価高や生活苦には、え、地域ごとの特性もあ
ります。 1兆円の地方創生臨時交付金を元に、地域の
実情にあった支援を行うべく、私自身が、あ、全国
津々浦々の状況を把握しきめ細かく対応していきま
す。...

- -

10 説明のある話題 持続的な、ま、経済成長を実現します

話者A：アフターコロナに向けた経済成長のための戦
略、そして、賃金や所得についてはどうでしょうか？ 
総理が力強く掲げている、新しい資本主義について改
めてお聞かせください。  話者A：はい。 え、これま
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

↓

11 → 具体的説明 分配あっての成長、成長あっての分配

えー、具体的にお話しますとAIやバイオ、＊といった
分野に明確な国家戦略を立て、えー、そのもとで、
えー、有望な、あ、先端科学技術や研究者、あ、など
への投資を官民の連携で大胆に進めます。 またスター
トアップ、新規事業の立ち上げし、資金を援助し新た
な産業を生み出します。 2050年カーボンニュートラ
ルの実現のために10年間で官民合わせて150兆円の投
資を行ないます。 えー、同時に人への投資を抜本的に
強化...

- -



14 説明のある話題
デジタル技術をフル活用する、デジタル
田園都市国家構想を進めます

話者A：長いコロナ禍の影響も大きく、全国の地域経
済は疲弊しています。 過疎化、少子化が進んでいる
中、地方創世も待ったなしの課題ですね。  話者A：は
い。 え、コロナからの教訓のひとつは、集中から分散
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

↓

13→ 具体的説明
安心して、え、妊娠、出産、子育てがで
きる環境作り

話者A：ようやく見えてきた明るさを確かなものにす
る、その上で誰もが安心して暮らせる土台を築く事も
また政治の大切な役目です。 少子高齢化が進む中で、
これからの人生に漠然とした不安を感じている方々の
声をよく聞きます。 社会保障制度についてお聞かせく
ださい。  話者A：はい。 えー、年金、医療、介護、
えー、全ての世代が安心できる持続可能な社会保障を
早急に築き上げます。 えー、少子化対策として結婚出
産そし...

- -

15
説明の少ない話

題
防災力を急ピッチで、え、進化させてい
きます

話者A：近年、豪雨などの深刻な自然災害が頻発して
います。 大規模地震への備えも、大切です。 自然災
害への対策について、お聞かせください。  話者A：
ま、事前の、お、備えで、ま、被害を最小限に抑えら
れる...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

17 説明のある話題
あなたの大切な1票を、どうか自民党に
託してください

さて、これまで様々な政策について伺ってきました
が、そろそろお時間です。 総理、最後に国民の皆さん
へ、メッセージをお願いいたします。  話者A：はい。 
え、今日本、そして世界は、余談を許さない状況にあ
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

↓

16→ 具体的説明
原案の国会提案、発議を行い、え、国民
投票で判断

話者A：ここで、最後のテーマ、憲法改正について伺
います。 国民の間にも、様々な声がありますが、総理
ご自身は、今どのようにお考えでしょうか？  話者A：
え、まさに今言われた通り、国民、え、皆で、憲法を
議論し、必要な改正を行い、国民自身の手で、新しい
国の形を作っていくべきであって、それこそが、国民
主権というものです。 ま、現在自民党は、改正の条文
イメージとして、4項目をお示ししています。 自衛隊
の明記...

- -



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

政治が取り組むべ
き待ったなしの課
題と政策について
議論をさせて

【自分】自由民主党の政権放送です。 お話は自由民主党総裁
岸田文雄さんと組織運動本部長小渕優子さんです。  
【自分】自民党組織運動本部長の小渕優子です。 本日は参議
院選挙にあたり、岸田総理と自民党の政策をご紹介いたしま
す。 それでは、総理よろしくお願いいたします。  
【自分】よろしくお願いします。 えー、小渕さんは、あ、党
組織運動本部長として、え、全国の現場の切実な声を聞き、
国民の皆さんと政治の距離を近づけることにご尽力いただい
ています。 え、今日は、今、政治が取り組むべき待ったなし
の課題と政策について議論をさせていただきたいと思いま
す。

[2]「平和を守る
ための大前提

は、毅然とした
外交」について
の具体的説明

2
平和を守るための
大前提は、毅然と
した外交

【自分】はい、早速ですが、まず、喫緊の課題である安全保
障についてうかがいます。 予断を許さないウクライナ情勢、
緊迫する東アジア情勢など、この瞬間も世界は大きく揺れ動
いています。 これからも日本の平和を守り続けるために、力
強い政治のかじ取りが求められています。  
【自分】えー、こ、状況は刻々と変わっており、ま、総理大
臣としての責任の重さに身が引き締まる思いで、え、日々職
務に当たっています。 平和を守るための大前提は、毅然とし
た外交です。  国際法のルールを侵すロシアのウクライナ侵
略に対しては、力による一方的な現状変更は断じて許さな
い、ルール違反には高い代償が伴うという強い意志を、え、
G7をはじめとする国際社会と一致して、えー、示すととも
に、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け日米同盟を基
軸に各国との連携を深めていきます。

[3]「大統領との
信頼関係をもと
に、日米同盟を
さらなる高みに
引き上げていき
ます」について
の具体的説明

3

大統領との信頼関
係をもとに、日米
同盟をさらなる高
みに引き上げてい
きます

【自分】国家間の連携を確かなものにするため、総理は世界
を飛び回り、各国の首脳と会談をされています。 一方で、5
月にはバイデン大統領が来日されましたね。  
【自分】はい、やはり直接会って話をすることは大切です。 
え、バイデン大統領との少人数会談では、議論が盛り上が
り、予定した時間を大幅に超えて突っ込んだやり取りになり
ました。 また、プライベートな夕食にも大統領をお招きし、
個人的な信頼関係を深めることができました。 大統領との信
頼関係をもとに、日米同盟をさらなる高みに引き上げていき
ます。

[4]「ウクライナ
は明日の東アジ
アかもしれない
という危機感で
取り組んでいま
す」についての

具体的説明

4

ウクライナは明日
の東アジアかもし
れないという危機
感で取り組んでい
ます

【自分】そうした中で、日本を取り巻く安全保障環境に目を
向けると、ロシアによるウクライナ侵略は言うまでもなく、
北朝鮮はミサイル発射実験を繰り返し、核実験の再開にすら
言及しています。 また、中国もロシアと爆撃機を共同飛行さ
せるなど、国民の皆さんも強い不安をおぼえています。  
【自分】え、ロシアによるウクライナ侵略は、あ、対岸の火
事ではありません。 え、私は、ウクライナは明日の東アジア
かもしれないという危機感で取り組んでいます。

[5]「外交と安全
保障を両輪とし
て展開します」
についての具体

的説明



5
外交と安全保障を
両輪として展開し
ます

あ、事実、北朝鮮による核ミサイル開発、中国による東シナ
海、南シナ海における一方的な現状変更の試みなど、日本の
安全保障か。  
【自分】キョウハ＊、一段と厳しさを増しています。 え、こ
うした中、え、本年末までに新たな国家安全保障戦略等を策
定し、我が国自身の防衛力を5年以内に抜本的に強化すると
共に、日米同盟の抑止力、対処力を一層強化、あ、します。 
え、同時に核兵器のない世界の実現、平和の番人としての国
連の機能強化など、え、戦後最長の4年8カ月、え、外務大臣
を務めて築いてきた各国首脳との個人的関係も活用して、
え、外交と安全保障を両輪として展開します。

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。

6

物価の急上昇に対
し、政府はあらゆ
る対策を素早く打
ち出しています

【自分】安全保障と共に、今、国民の大きな不安を生んでい
るのが国内経済です。 ウクライナが戦禍に包まれ原油価格が
上昇、日本経済へ大きな影響を与えています。 さまざまな物
価の急上昇に対し、政府はあらゆる対策を素早く打ち出して
いますね。  
【自分】はい、ええ、日本の物価上昇はほとんどがエネル
ギーと食料品価格の上昇です。 日本だけではなくウクライナ
侵略が世界各国で国民の懐を直撃しています。 え、まさにロ
シアによる価格高騰、有事の価格高騰です。 皆さんの暮らし
を守り抜くため、政府に、え、物価、賃金、生活総合対策本
部を立ち上げました。 私が先頭に立って電気代の、お、負担
軽減やパンや麺類などの食料品、え、飼料価格の抑制など、
物価、景気両面の状況に応じた対策に最大限の警戒感を持っ
て取り組んでいます。

[8]「強力な物価
対策を進めてい
きます」につい
ての客観根拠・

データ

7

ウクライナ侵略後
のガソリン価格の
値上がり幅は欧米
諸国の半分程度に
とどまっています

え、既に、ええ、補助金を投入し、え、ガソリンなどの燃油
価格の急上昇を抑えています。 え、この補助金がなければ1
リットルあたり210円を超えている価格を170円台に抑える
ことができており、ウクライナ侵略後のガソリン価格の値上
がり幅は欧米諸国の半分程度にとどまっています。

[8]「強力な物価
対策を進めてい
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。

8 強力な物価対策を
進めていきます

また、2月以降の物価上昇も他の主要国と比べ4分の1ほどに
収まっています。 引き続き、くら、暮らしが苦しいとの国民
の皆さんの声をしっかりと受け止め、5.5兆円の予備費なども
活用したさらなる対応も含め、え、強力な物価対策を進めて
いきます。

起点となる話題 ✔

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

9
全国津々浦々の状
況を把握しきめ細
かく対応

また、物価高や生活苦には、え、地域ごとの特性もありま
す。 1兆円の地方創生臨時交付金を元に、地域の実情にあっ
た支援を行うべく、私自身が、あ、全国津々浦々の状況を把
握しきめ細かく対応していきます。

[8]「強力な物価
対策を進めてい
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。

10
持続的な、ま、経
済成長を実現しま
す

【自分】アフターコロナに向けた経済成長のための戦略、そ
して、賃金や所得についてはどうでしょうか？ 総理が力強く
掲げている、新しい資本主義について改めてお聞かせくださ
い。  
【自分】はい。 え、これまでの経済政策は、例えば成長か分
配か、あるいは官か民か、市場か国家かというように、どち
らを取るかどちらを優先するかという考え方でした。 え、し
かし、もうそれではやっていけない、世界経済のスピードに
対応するには成長も分配も、官も民も、市場も国家も、え、
総力を結集。  
【自分】テ＊取り組まなければなりません。  えー、そし
て、えー、格差の拡大、地球温暖化問題、一極集中などの社
会課題に官民で取り組んで成長のエンジン、新たな市場に、
ま、転換し、えー、持続的な、ま、経済成長を実現します。

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。



11
分配あっての成
長、成長あっての
分配

えー、具体的にお話しますとAIやバイオ、＊といった分野に
明確な国家戦略を立て、えー、そのもとで、えー、有望な、
あ、先端科学技術や研究者、あ、などへの投資を官民の連携
で大胆に進めます。 またスタートアップ、新規事業の立ち上
げし、資金を援助し新たな産業を生み出します。 2050年
カーボンニュートラルの実現のために10年間で官民合わせて
150兆円の投資を行ないます。 えー、同時に人への投資を抜
本的に強化します。 民間のニーズを踏まえつつ3年間で4000
億円の、えー、セサク＊パッケージを創設しました。 えー、
個々人のスキルアップを通じて生産性を高めていきます。 
えー、更に同一労働同一賃金、男女の間の賃金格差の是正、
最低賃金の引き上げ、えー、賃上げを促す税制など、えー、
賃金対策を徹底維持します。 えー、所得ガ＊増え暮らしに安
心感を持てるようになる事は、消費する意欲を高め経済を成
長させる事に繋がります。 分配あっての成長、成長あっての
分配、新しい資本主義の根幹です。

[10]「持続的
な、ま、経済成
長を実現しま

す」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

12
命も暮らしも守り
抜く、これからも
油断なく進めます

【自分】ここで新型コロナウイルスへの対応についてお聞き
いたします。 このところ国内の感染者数は落ち着きを見せて
いて明るい兆しも感じられます。 これはコロナで傷ついた国
民の暮らしが再生へと向かっていく流れと考えていいので
しょうか？  
【自分】えー、2年半にわたる、ま、新型コロナウイルスと
の戦いですが、ようやく、え、感染抑止と社会経済活動との
両立が進んできました。 ワクチン接種や感染予防に対する国
民の皆さまのご理解とご協力、医療福祉など多くの関係者
の、えー、かん、献身的なご尽力のおかげです。 ありがとう
ございます。  えー、これからも、えー、治療薬や、あ、国
産ワクチンの確保、医療提供体制の確保など、えー、警戒を
維持しつつアフターコロナの社会に向けて、えー、観光、交
通、飲食業はじめ暮らしや事業の立て直しを支援していきま
す。 命か暮らしかではなく命も暮らしも守り抜く、これから
も油断なく進めます。

[13]「安心し
て、え、妊娠、
出産、子育てが
できる環境作

り」についての
具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

13
安心して、え、妊
娠、出産、子育て
ができる環境作り

【自分】ようやく見えてきた明るさを確かなものにする、そ
の上で誰もが安心して暮らせる土台を築く事もまた政治の大
切な役目です。 少子高齢化が進む中で、これからの人生に漠
然とした不安を感じている方々の声をよく聞きます。 社会保
障制度についてお聞かせください。  
【自分】はい。 えー、年金、医療、介護、えー、全ての世代
が安心できる持続可能な社会保障を早急に築き上げます。 
えー、少子化対策として結婚出産そして子育て世代への支援
も加速します。 私の判断で、え、出産育児一時金を大幅に、
えー、増額いたします。 えー、学童保育の充実、男性の育休
取得の促進、仕事か子育てかの選択。  
【自分】を、迫られない。 皆さんが安心して、え、妊娠、出
産、子育てができる環境作りを進めます。

[14]「デジタル
技術をフル活用
する、デジタル
田園都市国家構
想を進めます」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

14

デジタル技術をフ
ル活用する、デジ
タル田園都市国家
構想を進めます

【自分】長いコロナ禍の影響も大きく、全国の地域経済は疲
弊しています。 過疎化、少子化が進んでいる中、地方創世も
待ったなしの課題ですね。  
【自分】はい。 え、コロナからの教訓のひとつは、集中から
分散です。 え、今こそ、え、地方が誇る農林水産業、豊かな
自然、伝統文化に光をあてる時です。 農林水産業を強化し、
地域の商工業を底上げし、地域交通などのインフラを維持、
強化していきます。 え、そして、え、こうした地域の豊かな
生活と共に、都市部の利便性高い、え、生活も享受できるよ
う、デジタル技術をフル活用する、デジタル田園都市国家構
想を進めます。 全国津々浦々に、オンライン教育やオンライ
ン医療、テレワークや自動運転など、え、デジタルサービス
の輪を一挙に広げていくことで、地域の暮らしやすさが、さ
らに底上げされ、え、都市部との差がなくなることは、え、
地域への新たな人の流れを生み出すことにも繋がります。 
え、また、デジタルを、お、通し、え、地方と世界が直接繋
がることも、おー、と、ことにもなります。 えー、デジタル
と聞くと、苦手だなと思われる方、ご安心ください。 2万人
以上のデジタル推進委員を、全国に配置し、おひとりおひと
りを、しっかりと支えていきます。

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
防災力を急ピッチ
で、え、進化させ
ていきます

【自分】近年、豪雨などの深刻な自然災害が頻発していま
す。 大規模地震への備えも、大切です。 自然災害への対策
について、お聞かせください。  
【自分】ま、事前の、お、備えで、ま、被害を最小限に抑え
られるよう、全国津々浦々で、国土強靱化対策を加速させて
い、いナ＊す。 えー、え、線状降水帯、いー、の、ま、予測
精度を上げるなど、技術の向上、情報集約と発信のシステム
強化など、え、防災力を急ピッチで、え、進化させていきま
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。

16
原案の国会提案、
発議を行い、え、
国民投票で判断

【自分】ここで、最後のテーマ、憲法改正について伺いま
す。 国民の間にも、様々な声がありますが、総理ご自身は、
今どのようにお考えでしょうか？  
【自分】え、まさに今言われた通り、国民、え、皆で、憲法
を議論し、必要な改正を行い、国民自身の手で、新しい国の
形を作っていくべきであって、それこそが、国民主権という
ものです。 ま、現在自民党は、改正の条文イメージとして、
4項目をお示ししています。 自衛隊の明記、緊急事態におけ
る対応、え、合区解消という、選挙制度の変更。 え、そし
て、教育の充実。 この4点です。 それぞれの改正の必要性
を、丁寧に説明した上で、原案の国会提案、発議を行い、
え、国民投票で判断を仰ぎます。 憲法改正の主役は、あくま
で国民の皆さんです。  
【自分】国際情勢や、急激な時代の変化を考えると、憲法改
正は避けては通れない課題ですね。

[17]「あなたの
大切な1票を、ど
うか自民党に託
してください」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

17

あなたの大切な1
票を、どうか自民
党に託してくださ
い

さて、これまで様々な政策について伺ってきましたが、そろ
そろお時間です。 総理、最後に国民の皆さんへ、メッセージ
をお願いいたします。  
【自分】はい。 え、今日本、そして世界は、余談を許さない
状況にあります。 政治の1日1日の決断と実行が、これから
の日本を決める、大切な時です。 政治の混乱、足踏みは許さ
れません。 私達自民党は、国民の皆さんの声をしっかり受け
止め、生かし、さらに党内の多様な声をぶつけ合います。 そ
してその中から、ひと筋の確かな道を見定め、進んでいきま
す。 この試練の時代を、必ず乗り越え、明日を切り開きま
す。 そのために必要なのは、政治の安定です。 日本を守
る、そして、確かな未来を作り上げる。 決断と実行。 私達
自民党は、皆さんの暮らしを必ず守り抜きます。 あなたの大
切な1票を、どうか自民党に託してください。 皆さんのお力
で、自民党候補者を、参議院へ送りだ、出してください。 期
日前投票も、簡単にできるようになっています。 ぜひ、今日
にでも、投票所へ足を運んでください。 よろしくお願いいた
します。  
【自分】自由民主党の政見放送でした。

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。


