
※並び順は、左から現在の　
参議院勢力順、議席がない
場合は 50 音順

（6 月 28 日時点）

氏名（年齢） 牧山  弘恵 � 島村  大 � 佐々木  さやか � 松沢  成文 � 畑野  君枝 � 露木  順一 � 木村  栄子 � 水戸  将史 � 及川  幸久 � 笹谷  広治 � 溝口  敏盛 �

現新別／党派名 現／民主党 新／自由民主党 新／公明党 新／みんなの党 元／日本共産党 新／みどりの風 新／社会民主党 現／日本維新の会 新／幸福実現党 新／無所属 新／維新政党・新風

Q1・いわゆるアベノ
ミクスで雇用や所得が
増えると思いますか

× ○ ○ どちらともいえない × × × どちらともいえない ○ × ○
雇用や所得を増やすた
めの肝心の成長戦略が、
総花式で説得力不足な
ため。

現在株価が乱高下して
いるが、安倍政権発足
前と現在では株価は5
割も上昇している。株
式市場の状況が雇用や
所得に与える影響には
時間差があると聞くが、
慎重に推移を観察する
必要がある。

景気回復と企業収益の
改善に向かうと思う。

成長戦略を実現できる
かにかかっている。

「バブルと投機」をあお
り、消費税増税、雇用
ルールの破壊などで暮
らしを圧迫する。

第３の矢＝成長戦略に
具体策を欠くため。

労働者保護規定の緩和
により雇用や賃金が低
下する。

財政出動は一過性であ
ること。成長戦略も具
体的な道筋が見えてい
ないこと。

雇用・所得が減少し続
けたのは、長引くデフ
レ経済が原因。金融緩
和と財政出動を動員し
たインフレ・ターゲッ
トはこの脱却に有効。

実態が伴わない。いわ
ゆる故意によるバブル。

デフレ脱却が第一で正
解。

Q2・消費税を 2014
年 4 月に予定通り引
き上げるべきだと思い
ますか

どちらともいえない どちらともいえない どちらともいえない どちらともいえない × × × × × ○ ×
消費税増税が景気に悪
影響を与えないよう、
実施条件となっている
経済成長の判断におい
ては、極めて慎重に判
断すべき。

消費税引き上げについ
ては消費税法が改正さ
れた際、経済状況を総
合的に勘案した上で措
置を講ずることとなっ
ている。現時点で判断
するのは尚早である。

社会保障制度の充実の
ために必要であり、そ
のためにも経済状況を
好転させることが不可
欠。

今後の景気の動向を見
極める必要がある。

国民の暮らしや中小企
業を圧迫し、地域経済
に大打撃となる。財源
は「別の道」でできる。

不安定な経済情勢の下
での増税は景気を悪化
させるから。

低所得者ほど重税感の
ある消費税増税反対。

できれば上げない方が
ベター。上げれば必ず
経済はガタガタになる。

消費税の増税は民間消
費を鈍らせ、企業の経
営が悪化する。結果と
して、法人税・所得税
の減収を招く。これは
消費税を５％に上げた
時に実際に起こってい
る。

上げるのはやむを得な
い。ただし、食品は除
いて増税するべき。

財源は他にあるはず。

Q3・憲法改正要件を
緩和する 96 条改正に
賛成ですか

× ○ × ○ × × × ○ ○ × ○
そもそも憲法は、国民
の権利を守るための、
「国民が権力者を縛る手
段」なので、通常の法
律の立法手続きよりも、
厳しい条件の手続きを
必要とする96条の規
定には合理性がある。

国際社会と日本社会の
変化に適応するととも
に、将来の日本を見据
えた時、憲法改正は必
要だと考える。

改正が、憲法をどう改
正するためか国民的議
論が必要。

憲法は不磨の大典では
ない。時代の変化にあ
わせて変えていく必要
がある。

96条改正は、国家権
力を縛る憲法を変え易
くして権力者の思うよ
うにし、憲法9条を改
悪して戦争へつながる
ことになる。

憲法は国家の基本的枠
組であり、安易に変え
やすくしてはならない。

憲法改正のハードルを
下げる96条改正に反
対。

国会議員レベルで提起
しやすくする。あくま
でも最終判断は国民で
ある。

安倍首相の狙いはあく
までも憲法９条の改正
であり、これについて
は同意見。ただし、正々
堂々９条改正を掲げる
べきと考える。

憲法改正は法の法であ
る故、慎重に。

憲法改正は現状では厳
しすぎる。

Q4・原発の再稼働を
すべきだと思いますか

どちらともいえない どちらともいえない どちらともいえない どちらともいえない × × × どちらともいえない ○ × ○
原子力規制委員会の安
全確認を得、かつ国民
の納得に基づいた場合
しか、再稼働を認める
べきではないが、現時
点ではそれが不十分な
ため、慎重にならざる
を得ない。

新たな安全基準の弾力
的な運用の他に、原発
立地自治体などの理解
と説得が必要。

新しい安全基準、地域
住民、国民の納得が必
要。

電力の供給状況によっ
ては、原子力規制委員
会の新安全基準を満た
したものの再稼働はや
むを得ない。ただし、
将来的には、新エネル
ギー開発で脱原発を目
指す。

原発と人類は共存でき
ないことが明らかに。
原発ゼロ、自然エネル
ギーへの転換が必要。

使用済み燃料の安全な
保管を含めて、安全性
が担保されていない。

自然エネルギー中心の
社会を求めるため、原
発はいらない。再稼働
は許さない。

慎重にすべき。仮に再
稼働したとしても、全
体的な原発廃止に向け
た道筋はつけること。

資源小国の我が国に
とって、原子力エネル
ギーは未だ重要。安全
の確認が取れたものか
ら順次速やかに再稼働
すべき。

事故に対応出来ない事
業はすべきでない。

当面、これに勝るもの
はない。

Q5・金銭の支払いで
解雇を認めるなどの雇
用規制の緩和が議論さ
れていますが、これを
進めるべきだと思いま
すか

× どちらともいえない どちらともいえない × × × × ○ × × ×
雇用関係の安定を害す
る、行き過ぎた雇用規
制の緩和は行うべきで
はない。

雇用のミスマッチの解
消につながる一面はあ
るかもしれないが、労
働者の立場が守られる
かどうかが心配。慎重
に考えるべき。

企業の解雇を容易にす
れば雇用への影響が心
配。

雇用の安定を損なう。 「解雇自由化」、失業と
非正規雇用の増大、賃
下げと労働条件の悪化
につながる。

不安定雇用の増加は格
差拡大・社会不安を招
くから。

労働者の生活を不安定
にする金銭解雇に反対。

先進諸国を事例にして、
労働力を流動化すべき。

雇用主が社員の首を切
りやすくなると、米国
のように失業率が高止
まりする。

中味がよく分らない。 会社への忠誠心が薄れ
日本人の美徳が消える。

Q6・育児休暇の期間
を 3 年間に延長する
べきだと思いますか

どちらともいえない どちらともいえない どちらともいえない どちらともいえない ○ どちらともいえない × ○ × ○ どちらともいえない
もちろん、実現すれば
素晴らしいが、中小企
業がほとんどを占める
日本社会においては、
現実性に欠ける提案と
しか言いようがない。
もっと普通の親御さん
が本当に求めている政
策の優先度を上げるべ
き。

企業における女性の継
続就業を可能にしなけ
ればならないが、期間
を経過した後、3年前
の状況と同じであると
は限らない。その点に
注意が必要だと思う。

期間を長くとることは
賛成だが、休暇3年よ
り育児支援の充実が必
要。

否定はしないが、企業
が対応できるかは疑問。

期間の延長、所得保障
の増額など育児休暇の
充実は子育て、少子化
対策に不可欠。

基本的には賛成だが、
現状のままでの延長は
混乱を招くから。

女性を家庭に回帰させ、
男性を育児から遠ざけ
るもの。

まさにその通り。積極
的な企業の評価と支援
をすること。

子育てと職業の両立が
困難という現代社会の
問題は、景気や家族制
度、住宅事情など様々
な問題が影響しており、
単純に育休を延長すれ
ばよいというものでは
ない。むしろ企業にとっ
ては女性を雇用しにく
くなる要因を増やすだ
けであり、逆効果。

3年と言わず5年位に
すべきだ。

２年間でも良いかと。

Q7・原則 65 歳の公
的年金支給開始年齢を
引き上げるべきとの意
見がありますが、賛成
ですか

× × どちらともいえない ○ × × × どちらともいえない ○ × ×
安定の老後を実現する
ため、現時点では賛成
できない。

退職後の生活が安定的
でなくなる可能性があ
る。

多くの国民が年金支給
を生活設計に入れてお
り、慎重に考えるべき。

年金財政の安定確保。
ただし、前提として高
齢者の雇用対策が必要。

無年金、低年金者の増
大に拍車をかけ、将来
不安をいっそう深刻に
する。

支給開始の延長は未納
率を上昇させ皆年金制
度をくずすから。

年金制度の改正が必要。定年延長とのセットが
不可欠、なお再雇用の
環境整備も必要。

①国家の直接給付によ
る老後の保障は望まし
くない。　
②老後のセーフティー
ネットは、家族のつな
がりを基礎とすべき。
③②の支援のため、相
続税・贈与税の撤廃や、
二世帯・三世帯家庭へ
の税制優遇などを実施
する。

高齢者にしっかりした
職を与え納税させるべ
き。

雇用の増大、老齢者が
働く場を与える事。

Q8・神奈川県内の米
軍基地を活用したオス
プレイ飛行訓練に賛成
ですか

× どちらともいえない × × × × × × ○ どちらともいえない ○
安全保障上、オスプレ
イの日本配備の必要性
は認めるとしても、安
全性を担保するための
アメリカ側からの十分
な情報提供と、関係自
治体や住民への丁寧な
説明を行う仕組みが整
備されているとは言い
難いため。

第3者的な立場から安
全性が証明されなけれ
ば、県内生活者の安心
につながらない。

議論が必要。 神奈川県は人口過密地
域なので。

米軍基地強化がいっそ
う進み、爆音、墜落事
故などの不安が深刻に
なる。

米軍基地そのものの撤
去を求めるべきと考え
るから。

欠陥飛行機を飛ばすべ
きではない。

原則反対。しかし沖縄
全体の基地負担軽減は
すべきである。

軍拡を続ける中国、核
武装を行う北朝鮮に対
して、米海兵隊の展開
能力を高めるオスプレ
イは必要。

オスプレイの安全性が
よく分らないので何と
も言えない。

オスプレイは危険では
ない。日本の防衛に有
効。

Q9・学校での体罰は
いかなる場合でも禁止
すべきだと思いますか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ どちらともいえない ○ ×
体罰は教える側と教え
られる側の信頼関係を
破壊してしまう。また、
教育的目的としての体
罰と恣意的体罰の区別
を付けることも難しい。

肉体面だけでなく精神
的苦痛を伴う場合、躾
とは言わないと考える。

他害的行為を認めるこ
とはできない。

体罰は教育の名に値し
ない。体罰なくして教
育の実をあげる技術が
教員には必要。

学校は民主主義の担い
手である主権者を育て
る場所。体罰は人権侵
害。

暴力の使用は教育の敗
北だと考えるから。

体罰では子どもの理解
は得られない。

体罰の定義があいまい。
生徒指導において手を
上げることは時代錯誤。

指導と暴行は根本的に
違うものであり、法に
よって規定すべきもの
とはいえない。ただし、
生徒を全人格的に感化
できる、徳のある教師
の育成の方が急務と考
える。

当然だ。 体罰を加えなければ分
からないクズ人間もい
るから。

Q10・東日本大震災
の復興は順調だと感じ
ていますか

× どちらともいえない どちらともいえない × × × × × × × ×
復興施策の重点が、公
共事業に偏っている。
一時的な刺激にとどま
らず、雇用やソフト面
のテコ入れなど、継続
性のある施策を重視す
べき。

震災に見舞われた地域
の方々が、現在の復興
の状況をどのように考
えているか、どのよう
に思っているかが先決
であり、そのことなし
に順調かどうかを判断
することは出来ない。

今まで復興は遅れてい
たのは事実。改善され
つつあると思う。

復興事業、原発対策、
全てが遅れている。

被災者の医療・介護の
負担減免の打ち切りな
ど国の復興支援のあり
方に不安がある。

未だに数多くの人が仮
設住宅におり、原発事
故も収束していない。

2年以上過ぎたが、ま
だまだ進んでいない。

除染問題や、放射能を
浴びたゴミ処理は相変
わらずの状況。

①被災地に夢と希望を
取り戻す発展のビジョ
ンを提示できていない。　
②避難区域についても、
放射線量が疫学的に問
題ない値まで下がって
いる地域については早
期に避難区域指定を解
除し、住民の帰還を早
めるべき。

誠にもって手ぬるい。 全く駄目。
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Q11・参院選で有権
者に訴える最重点政策
と目標得票数を教えて
ください
※（  ）内は目標得票
数

「命を守る」ための、諸
施策。
①子育て施策
②国民の健康と福祉を
守る施策
③アベノミクスから雇
用と生活を守る施策
④地元神奈川の経済振
興等

（80万票）

予防医療を盛り込んだ
国民本位の国民皆保険
制度に今すぐ作り直し、
再起動させなければな
らない。

（内に秘めた目標はある
が、いたずらに数字に
こだわることなく全力
で戦い抜きたい。）

基本法による防災・減
災の推進。地域・中小
企業、生活者が実感で
きる景気回復、世帯収
入の向上。仕事と家庭
の両立支援で保育所の
待機児童を5年以内に
解消。

（未回答）

受動喫煙防止法の制定。
日本はたばこ規制枠組
み条約を批准している。
また、IOCは、たばこ
のないオリンピックを
掲げており、東京オリ
ンピック実現のために
も必要。

（未回答）

バブルと投機をあおり、
庶民生活を苦しめるア
ベノミクスではなく、
消費税増税の中止、雇
用の拡大、社会保障の
充実などで暮らしを守
り、景気回復につなげ
る。憲法を守り、原発
をなくす。

（50万票）

①卒原発…原発廃止の
プロセスを明確に大胆
な再生可能エネルギー
への転換を図る。
②女性の参画…男性と
女性の働き方を変え、
女性の社会的、政治的
参画を進める。
③地域の再生…地域の
ことはそこに住み働く
人が決める仕組みをつ
くる。

（80万票）

・改憲を阻止し、憲法
を暮らしに活かす
・国民生活破壊を許さ
ず、暮らしと雇用を再
建する
・原発再稼働に反対し、
脱原発社会の実現を目
指す

（100万票）

経済政策は喫緊の課題
である。従来型の公共
事業拡大路線とは異な
る、民間の競争力強化
に重点をおいた成長路
線を唱えていく。技術
革新促進のための徹底
した規制改革、付加価
値創出による内需の拡
大を、戦略の柱に掲げ
る。

（80万票）

①憲法の改正、特に９
条の改正　
②教科書検定に関わる
「近隣諸国条項」の撤廃
自分の国の歴史をどう
見るかという問題は、
国防、外交、経済、教
育を立て直すうえで、
避けて通れない問題。
最近ではいわゆる「慰
安婦」問題によって、
国際社会における日本
の尊厳が意図的に貶め
られた。正しい歴史認
識を取り戻さなければ
ならない。

（70万票）

①有権者が直接日本の
代表を選べる大統領制
にする
②脱政党
③消費税から主要食品
を除外する
④主要郵便局でパス
ポートの申請、受領が
行えるようにする
⑤警察官の資質を高め
るため、警察学校を短
期大学に格上げする
⑥健康の増進と高齢者
の職場を確保する
⑦役立つ英語教育をす
る

（45万票）

①現憲法破棄、自主憲
法制定（1. 天皇は元首、
2. 自衛隊は国軍）
②経済大国であり、道
義大国になる（1. 中国・
韓国・北朝鮮の非礼を
許さない、2. 中国と経
済断交して困るのは中
国である）
③伝統と文化、歴史教
育を正しいものに

（未回答）

Q12・参議院の存在
意義についてどのよう
に考えているかを教え
てください

参議院には、国民の多
様な意見を反映し、ま
た、慎重な審議を行え
るという利点があり、
多数党が民意を外れた
暴走や横暴なやり方に
走った場合のチェック
機能として、参議院の
存在意義は引き続き存
在する。ねじれ対策と
しては、衆参の役割分
担を明確化することで
停滞を解消することが
よいと考える。

衆議院のチェック機能
としての参議院の役割
は否定出来ない。各分
野の専門性を活かした
議論は必要であり、良
識の府としての意義は
存在する。

衆議院のチェック機能
としての参議院は必要。
今後は、外交防衛、文
化など長期的テーマを
参議院中心に行うこと
で存在感が高まる。

現在の参院には、独自
性がない。憲法を改正
し、一院制に改めるべ
きである。その際には、
同時に、道州制をあわ
せて導入し、地域に権
限を移すことも必要で
ある。

国民の多様な意見を国
会に反映させ、審議を
慎重なものとし、内閣
に対するチェック機能
を強める議会制民主主
義の重要な柱。

行政に対する学識と経
験を有する議員から成
り、６年という長い任
期の中で長期的な視点
に立った議員立法や政
策をリードできる点。
また、ややもすれば選
挙目当ての人気とり政
策になりがちな衆議院
の動向をチェックでき
る点に意義があると考
える。

参議院は解散のない院
として長期的な課題に
取り組むことができる。
また、衆議院とは異な
る視点からの審議や暴
走の歯止め、小選挙区
と違い、幅広い国民の
意思を反映することが
できる。

日本維新の会は、首相
公選制を前提として、
国会内の一院制を創設
することを掲げている。

解散権がなく、６年間
という長期にわたる任
期の参議院は、国会議員
が腰を落ち着けて長期
の国家戦略を議論する
のにふさわしい場だと
言える。しかし、これは
任期も不安定で、風に左
右されやすい衆議院と
比較した場合の利点で
あって、根本的な事を
言えば日本は三権分立
の徹底が不十分なので
あり、内閣が衆議院に
代わって立法をしてい
る現状がある。このた
め、現実の立法府は二
大政党制の下で、政権
運営のイニシアチブを
握るための手段と化し
てしまっている。そこ
で私としては、大統領
制の導入による三権分
立の徹底と、迅速な意
思決定のできる一院制
の立法府を、国制の理
想像として考えている。

参議院議員を各県から
2名とし、衆議院の定
数、歳費等の決定、大臣、
大使等高官の任用時の
審査を行う。通常の法
案審議は行わない。定
額の歳費の給付はせず、
日当制とする。現状で
は存在意義がないので、
改組が必要。

ポピュリズムに陥らな
い良識の府としてある
べきだ。実態は正道か
らはずれてしまってい
るが。

Q13・神奈川におけ
る政治的・社会的課題
とその解決策を教えて
ください

都心部もあれば山岳部
も抱える神奈川県は、
日本の縮図とも言うべ
き地域で、不登校の児
童・生徒数の増加など
の教育問題、厳しい財
政状況、大地震や津波
などの防災対策など、
日本全体に共通する諸
課題を同じように内包
している。従って、待
機児童問題における横
浜方式のように、問題
解決と先鞭となる先進
的な施策を実行しやす
いと言えるし、そうす
べきと考える。

現在日本は「自立した
生活ができる生存期間」
の健康寿命が世界一位。
しかし、現在神奈川県
は日本国内で男性 12
位、女性 13位。健康
寿命日本一の神奈川を
目指すため、世界一の
水準を誇る医療技術を
用いて、予防と健診に
力を注ぐべき。

首都のベッドタウンと
して、新住民が多数住
んでおり、日本の動向
を決める民意がある。
工場、農業資源、観光
資源、基地もあり、あ
らゆるテーマを内包し
ている。国会議員と県・
市町村議員での連携が
必要。

財政問題と雇用の安定
確保。そのためには、
地域経済の振興が重要
である。

全国的に重要な問題が
集中的に現れている。
特に雇用の拡大、社会
保障の充実、中小企業
対策の強化などをすす
め、地域経済の回復に
つなげる。米軍基地を
なくし、平和な神奈川
をつくる。

横浜、川崎という県東
部への過剰な人口集中
と県西部の過疎化の進
行を是正し、神奈川の
水源でもある丹沢山系
の荒廃を防ぐこと。環
境に充分な配慮をした
地域産業の育成と山林
の復興を図るための計
画と投資。

少子高齢化が課題であ
り、その解決策として、
地域主権の確立と女性
力を活かすサポート体
制の確立が必要と考え
る。

潜在的なパワーをもっ
ているにもかかわらず、
覇気がないエリアだ。
羽田から近いという立
地性を最大限活かすこ
とも不可欠だし、港湾
経営も戦略的に進める
必要がある。観光資源
が沢山あるので、自治
体間での連携を深めて
それぞれの分担を図り
ながら、オール神奈川
で人やモノを呼び込む
必要あり。

神奈川県における政治的
問題の代表は基地問題だ
と思うが、これまで基地
問題と言うと議論が日本
と米国の動きに限定され
てしまいがちであり、視
野が狭くなってしまう傾
向があった。中国や北朝
鮮の軍拡を抜きにして基
地問題を語るのは、黒船
来航を抜きにして明治維
新を語るようなものでは
ないだろうか。解決方法
は、憲法９条を改正して
自主防衛体制を確立する
事だ。米軍がいつまでも
日本に居なければならな
い理由は、日本がいつま
でたっても自主防衛をし
ないからである。マッ
カーサーも先の戦争を
「日本の自衛戦争だった」
と認めており、最近では
フィリピンも日本での憲
法９条改正の動きを歓迎
している。基地問題は広
い視野から考えていかね
ばならない。

本県は我が国第 2 位
の人口を有している。
Q11 で述べたが、神
奈川県民は国をリード
し、国を変える力を持っ
ている。私は今回初め
て海外に在住する国民
として神奈川県民と力
を合わせ、外国の良い
政策（例えばアメリカ
では食品に税がかから
ない、郵便局でパスポー
トの申請が出来る）を
進めたいと思う。

横須賀・厚木・相模原
の防衛機密を保持し、
敵性外国人（中国・韓国・
北朝鮮）の居住を制限
すべし。

Q14・神奈川県内で
最も好きなスポットを
教えてください

水たまりでも何でも、
子どもが喜んで、家族
が楽しんでくれる場所
ならどこでも。

学生時代から湘南の海
で一日を過ごすことが
多かった。このころか
ら将来は神奈川で開業
しようと心に決めてい
た。湘南の海が最も好
き。

横浜港。 芦ノ湖。湖畔から眺め
る富士山は最高である。

横浜の山下公園。 開成町あじさいの里。 江の島から眺める相模
湾（水平線が広がる海
はおおらかな気持ちに
してくれる）。

子供の時分から大人に
なるまで湘南で育った
ので、江の島・鵠沼の
海岸線は大好き。

少年時代を過ごした
茅ヶ崎の町。また、文
字通り未来を予感させ
るみなとみらい地区も
よく気分転換に訪れる。

横浜港（どこから見て
も良い）。私はかつて神
奈川県警に勤務したこ
とがあるが、最初の勤
務地は横浜水上警察署
であった（勤務希望地
として第1、第2、第
3とも水上署を希望し
た結果）。

横須賀。

Q15・ご自身のスト
レスの解消法を教えて
ください

スポーツとカラオケ。 愛犬と散歩。今は時間
が取れず、なかなか散
歩に連れて行ってあげ
られないのが残念。

スポーツ。 愛犬ティオとの早朝
ジョギング。

寝る前にストレッチを
すること。

朝４時に起きて座禅、
風呂場で読書。

散策、野鳥観察。 スポーツ、水泳でいい
汗かいた後のサウナは
最高。

小説を書く事、読むこ
と。超古代文明のアト
ランティスをテーマに
したスピリチュアル・
SF・冒険活劇小説を米
国で出版予定。

自分の思っていること
を考えているだけでは
なく、直ちに実行に移
すこと。今回の立候補
も本来、政治家は大嫌
いだが、もう、我慢出
来なくなり、声を上げ
ることにした。今ある
ストレスは政治である。

旅行、城巡り、文化遺
産を訪ねる事。少林寺
拳法。
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