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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

マクロ 4

グレートリセット、国債を

発行せずにお金を発行を、

財務大臣・日銀副総裁・審

議委員人事、コロナ禍にお

いて日銀のさらなる金融緩

和を

ご意見として承りました。

・給付付き税額控除あるいはベーシックインカムの導入について党内で議論を行っております。しかし

財源の議論無しでの通貨発行は乱暴ではないかと存じます。

・3/25付「新型コロナウイルス対策に関する提言（第3弾）」でG7世界標準の金融・財政政策の出動を
申し入れております。

金融 1

中央銀行発行デジタル通貨

とデノミ

ご意見として承りました。

・中央デジタル通貨の研究開発を進める方向性で党内議論を行なっています。

・デノミに関しては通常ハイパーインフレ時に使われる手法で、中央銀行発行デジタル通貨が発行され

てハイパーインフレになりうるかの検討が必要と思います。

https://www.iima.or.jp/abc/ta/6.html

税制 4

消費税減税を選挙の争点

に、恒久的な消費税率5％
への引き下げ・軽減税率撤

廃・全額地方税化、コロナ

対策の負担減の為にキャピ

タルゲイン課税の税率変更

を、住宅ローン控除特例の

変更・NISA枠を倍増

ご意見として承りました。

・消費税については、政策目安箱はじめ皆様からのご意見が後押しとなり、新型コロナウイルス感染症

等による経済活動への影響に対する当面の対策として消費税減税特例プログラム法案を11/27付で参議
院に提出しております。これは2年間を目途として消費税を一律5%とし、特例期間終了後も経過的に8%
とするものです。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/a6b860a56b0ee1e88fae3b43178f526db614135a.pdf
・消費税の全額地方税化についてはかねてより訴えております。

マスコミ 16

放送法改正を争点に、テレ

朝誤報道、NHKスクラン
ブル化、NHK民営化、マ
スコミの情報操作、NHK
ドキュメンタリー「緑なき

島」の事実改ざん

ご意見として承りました。

・さる参議院選マニフェストではNHKについて公共性の高い分野を無料化し、有料分野はスクランブル
化及び有料配信アプリを導入することを訴えております。加えて2020年3/19衆議院総務委員会NHK予
算に関する質疑で足立康史議員が「放送と通信が融合する時代の公共メディアとしてのNHKの姿が見え
ない」こと、公共性の高い分野以外を民営化すべきではと質問しております。

放送・通信

エネルギー

観光

環境・農業

温暖化 1 二酸化炭素排出量 ご意見として承りました。

交通・住宅 2

トラックエンジン音の提

言、不動産価格の低下と給

与の上がる政策を

ご意見として承りました。

・給与の上がる政策については、経済成長と可処分所得の増加の2点が必要と考えます。まず、さる参議
院選マニフェストでは規制緩和と成長戦略を描いて経済成長をと訴えております。その上で可処分所得

増加については11/18の馬場幹事長記者会見で「可処分所得倍増計画」とした取り組みが必要と触れて
おり、この中で税体系の見直しや社会保障制度の抜本的改革、成長分野産業の創立・育成等を挙げてお

ります。通常国会ではこの部分に取り組んでいきたいと考えています。

https://twitcasting.tv/osaka_ishin/movie/651839429

RCEP

その他 3

宝くじの下1ケタ当たりは
無くして、吉本興業と中国

企業提携を撤回させて、

JIS規格を利⽤しやすく

ご意見として承りました。

・宝くじは「当せん金付証票法」に定められた地方自治体が発売するもので、この地方自治体の定めた

発売計画に従っております。発売する地方自治体の企画次第かと存じます。

https://www.takarakuji-official.jp/about/structure.html
・民間企業の提携は各社の戦略であり、そこに政治が意見することは我が党が見直したい「政府の過剰

な関与」につながると考えます。

社会保障

医療 1

看護師の負担軽減を ご意見として承りました。

・医療機関・医療関係者への支援はかねてより訴えておりますが、12/2付新型コロナウイルス対策に関
する提言（第6弾）の中で菅総理宛に、コロナ感染患者を受け入れるために看護師、准看護師を新たに雇
う医療機関に対し、その人件費に要する費用の補助を行うよう申し入れております。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/d010e2ab7b46e056c6f437b24b9c4334bba92c93.pdf

労働 2

労働力の流動化・非正規雇

用制度の廃止と解雇の自由

化・セーフティネット整

備、自国民優先雇用する法

整備を

ご意見として承りました。党内議論を深めて参ります。

・かねてより正規雇用・非正規雇用の格差是正、同一労働同一賃金の実現、非正規雇用の雇用保護を訴

えております。さる参議院マニフェストでも謳っております。またチャレンジのためのセーフティネッ

ト構築に向け、給付付き税額控除やベーシックインカムを基軸とした再分配の最適化・統合化について

党内議論を進めております。

政策目安箱へのご意見と党の対応について（2020年12月後半分）

経済

(31)

社会

(17)
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外国人 2
放送・広告・公職等につき

外国籍者の公開を、移民制

限

ご意見として承りました。

少子化 1
児童手当の給付に対する所

得制限について反対

ご意見として承りました。党内議論を深めて参ります。さる参議院選マニフェストでは、こどもの数が

多いほど税負担が軽減される「N分N乗方式」の導入を掲げております。

不妊治療 1
幹細胞を用いた不妊治療の

開始実現の後押しを

ご意見として承りました。不妊治療の国の後押しについて198回2/28の予算委員会で遠藤敬衆議院議員
が当時の安倍総理に質疑を行っています。

動物愛護

教育 3

医学科の女子が増えること

に反対、犯罪といじめを減

らす為、子どもの頃からの

刑務所の社会見学・いじめ

禁止法律、コロナ禍ゆえ授

業中に防寒着を着ることを

認めるべき

ご意見として承りました。

・我が党は基本方針に「現役世代と女性の社会参画を支援し、世代間の協力と信頼の関係を再構築す

る。」「国民全体に開かれた社会を実現し、教育と就労の機会の平等を保障する。」を掲げておりま

す。https://o-ishin.jp/about/outline/

法務 5

夫婦別姓に反対、河井議員

夫妻の公選法違反事件の本

質、公証人の経済合同によ

る定員充足、健全で成熟し

た民主主義を目指す視点か

ら「選択的」という美名

(誤魔化し)に乗っかるのに
違和感、内々麻雀は賭博か

ご意見として承りました。

・「選択的夫婦別姓」についてはさる参議院選マニフェストで「同一戸籍・同一氏の原則を維持しなが

ら旧姓仕様にも一般的な効力を認めることを謳っております。

人権 1

日本人女性の安全と尊厳回

復のための法整備のお願い

ご意見として承りました。

その他 1
起業家のお金を用いたラウ

ンジ従業員とのゲームによ

る死亡事件について

ご意見として承りました。

防衛 5

防衛費のGDP比2%を支
持、日本版「外国情報監視

法」および「FISA裁判
所」の設置を、平井デジタ

ル改革担当相はファーウェ

イ等を評価しているが大丈

夫か、ヒバクシャ国際署名

と「核兵器禁止条約の批

准」、サイバー攻撃の最大

の脅威はロシアより中国

ご意見として承りました。

・さる参議院選マニフェストで防衛費のGDP比1%枠の撤廃を謳っております。
・さる参議院選マニフェストでポストNPT(核拡散防止条約）核軍縮に向け新たなテーブルを構築するこ
とを謳っております。

米国 2

尖閣諸島をめぐるバイデン

発言に外務省が気になる、

米大統領はまだバイデンに

決まっていないのに次期大

統領と呼ぶな、

ご意見として承りました。

・尖閣問題について我が党では、浦野靖人衆議院議員が11/4衆議院予算委員会で菅総理に、また11/13
衆議院外務委員会でも質疑をおこなっております。

・バイデン氏については1/7に米議会が上下両院合同会議を開いて次期大統領選出を確定させておりま
す。

韓国 4 韓国に対する反感 ご意見として承りました。

北朝鮮 ご意見として承りました。

中国 6

中国にある日本の在外公館

の情報管理、茂木外相、国

防法改正、豪に対するいや

がらせ対応、ウイグル人弾

圧

ご意見として承りました。マグニツキー法制定に関し党内議論・手続きを進めております。

ロシア

その他

皇室 1 眞子様の婚姻の件 ご意見として承りました。

憲法改正 1 憲法改正の広報が下手 ご意見として承りました。

外交

(17)

社会

(17)

機構

(50)
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公務員改革 32

能力業績主義人事を無視す

るという参議院事務局の不

文規制の即刻廃止・幹部職

員人事・能力業績が評価さ

れている職員の抜擢を、

ご意見として承りました。

選挙 3
街頭演説、街宣車の音、コ

ロナ禍に党の政治活動を伝

える新たな方法模索を

ご意見として承りました。

地方行政 3
都構想における特別区ネー

ミングの失敗、民族学級、

ノリで判断

ご意見として承りました。

ご意見として承りました。

・デジタル庁創設ですがデジタル化を推進するものと承知しております。デジタル庁創設以前にデジタ

ル化について、維新は政府・他党に先駆けてタブレット端末等利用による党内ペーパレス化を進め、

2018年には衆議院の議員配布資料の⼀部のペーパレス化につなげております。またマイナンバー、マイ
ナンバーカードの推進はかねてより訴えております。

・11/27に公文書管理法改正案を参議院へ提出しております。この中で「公文書等の管理において、
ペーパレスを原則とし、公文書管理のデジタル化を図る」ことを提唱しております。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/c73e538f7d5bea95100546befdc7c0c3c2e4b043.pdf
・閉会はしておりますが、新型コロナウイルス対策の閉会中審査について遠藤敬国対委員長が12/2自公
維国対委員長会談において「新型コロナウイルス対策の閉会中審査についての申し入れ」を提出、また

12/3の与野党国対委員⻑会談でも申し⽴てております。
https://o-ishin.jp/news/2020/12/02/10236.html
https://o-ishin.jp/news/2020/12/03/10238.html
また、閉会中も内閣委員会、厚労委員会、農水委員会、議院運営委員会が開かれ議論を行なっていま

す。正月明けという点では1/7に議員運営委員会が開催されています。
・国会議員に関して11/27に議員期末手当削減法案を参議院に提出し、当分の間、3割削減を求めており
ます。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/506160be42c4dcf192be81ffa931d072eb0c5198.pdf

維新としては所属議員が削減した議員歳費分を一旦党に寄付し、党から9/10に済生会本部に新型コロナ
ウイルス感染症対策費として1500万円を寄付いたしました。期末手当についても同様に手続きを進めて
おります。

https://o-ishin.jp/news/2020/09/11/10064.html
・首相や大臣の解職請求投票のような制度を設けるとすれば仰る通り憲法改正が必要になります。現状

維新は「教育無償化」「統治機構改革」「憲法裁判所設置」の３項目に絞った憲法改正原案を国民の皆

様に提案しております。

党全般 34

連立政権入りを、松井代表

の公用車利用、新しい社会

への道筋を、議員運営委員

会での安倍前総理に対する

質問、マウスガード使用す

るな、新経済対策を、中国

と関連ある政策を、禁煙に

関し営業妨害ツイートする

な、橋下氏発言、維新の発

言がぼけてて他野党と違い

がわかりづらい

ご意見として承りました。

候補者擁立関

連

身を切る改革 1

痛み分けのため、国会議員

の給与を国家1種並みに引
き下げよ

・国会議員に関して11/27に議員期末手当削減法案を参議院に提出し、当分の間、3割削減を求めており
ます。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/506160be42c4dcf192be81ffa931d072eb0c5198.pdf
維新としては所属議員が削減した議員歳費分を一旦党に寄付し、党から9/10に済生会本部に新型コロナ
ウイルス感染症対策費として1500万円を寄付いたしました。期末手当についても同様に手続きを進めて
おります。

https://o-ishin.jp/news/2020/09/11/10064.html

党関

連

（35
）

機構

(50)

機構その他 10

デジタル庁創設中断を、審

議会等の記録・保管を、国

家試験の延期も視野に、自

衛隊員の事件の防止対策、

正月明けから審議を、政治

資金規正法・資産公開法の

改正を、国会議員の歳費・

ボーナス満額受領はおかし

い、議員を先生と呼ぶこと

に違和感、首相や大臣の解

職請求投票のような制度
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ご意見として承りました。

・新型コロナウイルス対策の閉会中審査については遠藤敬国対委員長が12/2自公維国対委員長会談にお
いて「新型コロナウイルス対策の閉会中審査についての申し入れ」を提出、また12/3の与野党国対委員
長会談でも申し立てております。

https://o-ishin.jp/news/2020/12/02/10236.html
https://o-ishin.jp/news/2020/12/03/10238.html
・1/5に我が党は政府与野党連絡協議会で「新型コロナウイルス対策に関する提言（第7弾）」を申し入
れており、この中で特措法改正に触れております。

https://o-ishin.jp/news/2021/images/804b223340fa8ac84686b96f615af8c692f37232.pdf
・1/5に我が党は政府与野党連絡協議会で「新型コロナウイルス対策に関する提言（第7弾）」を申し入
れており、この中で医療機関への要請、指示、命令について触れております。また「新型コロナウイル

ス対策に関する提言（第５弾）」で首都圏と関西圏に国立の新型コロナICUセンター設置という形で広
域医療について触れております。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/800be92208d2b3606175a6a1310c0b5258c7602d.pdf

・3/25付「新型コロナウイルス対策に関する提言（第3弾）」でG7世界標準の金融・財政政策の出動を
申し入れております。

・国会議員に関して11/27に議員期末手当削減法案を参議院に提出し、当分の間、3割削減を求めており
ます。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/506160be42c4dcf192be81ffa931d072eb0c5198.pdf
維新としては所属議員が削減した議員歳費分を一旦党に寄付し、党から9/10に済生会本部に新型コロナ
ウイルス感染症対策費として1500万円を寄付いたしました。期末手当についても同様に手続きを進めて
おります。

https://o-ishin.jp/news/2020/09/11/10064.html

感染症法上の

扱い
6

5類感染症に位置づけ直し
て、pcr検査数絞り込ct値
30~35引き下げを

新型コロナの感染症法上の見直しについては、我が党がかねてより訴えております。直近では11/4衆議
院予算委員会で浦野靖人衆議院議員が田村厚労大臣に、11/10の衆議院本会議で青山雅幸衆議院議員が
菅総理に、12/2の参議院厚労委員会で梅村聡参議院議員が田村厚労大臣に対し質疑をしております。

PCR検査等・
保健所

個人への支援 1

GoTo命を守るキャン
ペーン(仮称)を

ご意見として承りました。10/30参議院本会議代表質問で片山虎之助共同代表が「必要なお金が届かな
い。スピード感を持ちながら適正な執行を」と質疑を行っております。個人・法人への支援に関し党内

議論を深めて参ります。

事業者支援 3

イベント関係会社への支

援、コロナに伴う廃業支

援、飲食店を救う提案

ご意見として承りました。10/30参議院本会議代表質問で片山虎之助共同代表が「必要なお金が届かな
い。スピード感を持ちながら適正な執行を」と質疑を行っております。個人・法人への支援に関し党内

議論を深めて参ります。

Go To ◯◯ 1
Go toによる飲⾷店⽀援と
感染拡大抑制の両立案

ご意見として承りました。

治療薬ワクチ

ン
1

早期開発を ご意見として承りました。国内でのワクチン開発、製造体制の強化については、4/27付新型コロナウイ
ルス対策に関する提言（第4弾）で当時の安倍総理宛に申し入れを行い、また11/20参議院本会議では梅
村聡参議院議員が菅総理に対し質問しております。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/7b072aea6b6a44e369ad117d5695b135f3c9d1b4.pdf
予算・補正予

算

入国制限緩和 6

韓国・中国からの入国規

制強化、入国制限緩和を

問題視すべき

ご意見として承りました。

1/5に我が党は政府与野党連絡協議会で「新型コロナウイルス対策に関する提⾔（第7弾）」を申し⼊れ
ております。この中で拠点空港における検疫・検査体制の強化などに加え、入管法を改正し、入国者の

外出自粛・追跡アプリの携帯等の義務化を申し入れています。

特措法 1

休業要請に応じない飲食店

に対し罰則を与える事案条

項に反対

ご意見として承りました。

1/5に我が党は政府与野党連絡協議会で「新型コロナウイルス対策に関する提⾔（第7弾）」を申し⼊れ
ております。この中で特措法改正に触れ、実効的なクラスター対策を講じるために営業停止命令違反等

に対する罰則規定と、営業停止命令違反等を受けた事業者に対し相当額の補償金を交付する旨の規定を

設けることを申し入れています。これは相当額の補償金を交付することで、事業者が休業要請に応じる

判断を下しやすくするものです。

https://o-ishin.jp/news/2021/images/804b223340fa8ac84686b96f615af8c692f37232.pdf

コロ

ナ関

連

（33
）

コロナ全般 11

感染者を抑えるためには外

出自粛要請を、「1/1臨時
国会召集」を、コロナ消毒

等の看護師への補助業務、

国会開会と法整備、日本全

体の医師や病院で対応する

方策はないのか、財政規律

の停止、手厚い経済補償

を、自然機能防御、何故、

ワクチン接種時期を国民に

明示しない、議員のボーナ

スを医療従事者への支援に

回して
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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

緊急事態宣言 2
緊急事態宣言発出せよ、緊

急事態宣言発出すべきでな

い

ご意見として承りました。

医療従事者・

エッセンシャ

ルワーカー

1

訪問介護士に対する支援 ご意見として承りました。

政府与野党 22

自民党に対する不満、菅総

理は建前論、安倍前総理の

発言、石破氏発言、二階幹

事長・二階派への反感、茂

木外相の基本的認識、立憲

民主党議員の上から目線

ご意見として承りました。

学術会議

合計 205

総計 9302 （2019.1.22〜）

その

他

(22)

コロ

ナ関

連

（33
）


