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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

マクロ

金融 2
日本銀行のさらなる金融緩

和、緩和マネーが一般消費

に回るように

ご意見として承りました。

税制 2

消費税0とそれに伴う税制
改革喫緊の課題、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

ご意見として承りました。

・消費税については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前国会（第203回臨時国会）11/27付で参議院に提出しました。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。本国会（第204
回通常国会）でも1/29に参議院へ提出予いたしました。また1/21の衆議院本会議代表質問で馬場幹事長
が質問しております。

https://o-ishin.jp/news/2021/01/29/10357.html
https://o-ishin.jp/news/2021/images/c6d9f781649d33233e432759b527438da7daea8f.pdf
消費税の地方税化についてはかねてより我が党は訴えております。

また4/17の党大会で、党の方針として「消費税減税、法人税減税、所得税の実質減税で、消費喚起と経
済成長を後押しする フロー大減税を提案し、簡素・公平・活力の税制、成長のための税制への転換を目
指す」としております。

マスコミ 7

NHKの国会中継、新型コ
ロナウィルス危機と東京オ

リパラ成功に向けて、Nス
ペ放送延期、マスコミ報道

姿勢、日本を貶める発信ば

かり、番組の報道内容の報

道編集責任者、あるいは関

係者の名前の公表を

ご意見として承りました。

放送・通信 10

NHK⺠営化・スクランブ
ル化、地上波テレビ局によ

る総務省接待追及、認可に

ついては総務省から外部機

関に移行を

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。

エネルギー 3

太陽光発電設備に対する遮

光防止法を、日本はエネル

ギーを自給するべき、新原

子力三原則について

ご意見として承りました。

4/17の党⼤会で発表された活動⽅針の中で、東⽇本⼤震災の教訓を踏まえ、既設原発は競争原理の下で
フェード アウトを目指し、市場原理に基づく再生可能エネルギーの拡大を実現することを掲げておりま
す。

また「発電用原子炉の運転が政治主導の下で行われることを明確化するための改革の推進に関する法律

案」を3/10に参議院へ提出しております。
https://o-ishin.jp/news/2021/03/10/10474.html

福島原発 3

流用された被災地復興予算

の返還について、福島原発

の処理水、

ご意見として承りました。

・福島第一原発については国会議員団で現地を視察しております。原子炉周辺には未だ津波で破壊され

た残骸があり、これを除いて敷地内の別の場所に移動させ廃炉作業を進行するにしても、敷地全体が処

理水を保管するタンクの置き場で一杯になってきており、このままでは残骸を移動させて保管するス

ペースもない状況です。トリチウムの処理水は世界各国で海洋放出されております。

https://o-ishin.jp/news/2019/10/09/5854.html

環境 3

炭素税、脱炭素による電力

不足・価格高騰は困る、プ

ラスチックスプーン有料化

ご意見として承りました。

・レジ袋有料化の件、本来の目的である温暖化の要因とされるプラスチックごみ削減に向け、処理技術

の現状や科学的エビデンスに基づいた対策を進めるべく党内議論を行なっていきます。

温暖化

観光

農業 2

グリホサート、肥育ホルモ

ン剤（合成ホルモン剤）が

入っている海外産の牛肉と

乳製品などの輸入禁止を

ご意見として承りました。

政策目安箱へのご意見と党の対応について（2021年3月前半分）
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交通・流通 5

「歩行者信号が青の時、車

の信号は全て赤」に、「

高速度の標識がない道路を

時速20キロ」に、バイク・
クルマの爆音対策法案を、

鉄道駅での線路への落下防

止案、運送業者の衛生観

念・教育・研修

ご意見として承りました。

住宅 1
グリーン社会と太陽光パネ

ル

ご意見として承りました。

RCEP

その他 2

発泡スチロール製容器禁

止、ゲームセンター・パチ

ンコ店24時間化

ご意見として承りました。

社会保障 5

若者・次世代の為の年金改

革、社会保障ゼロ・七万円

ベーシックインカムは阻

止、維新のベーシックイン

カム、国民年金の未納者の

未納分の支払い期限、国民

年金未納分の支払い方法

ご意見として承りました。

4/17の党⼤会で発表された活動⽅針の中で、「綻びの⽬⽴つ現⾏の社会保障制度については、格差解消
とチャレンジのためのセーフティネット機能として、これまで我が党が提案してきた給付付き税額控除

の進化版とも言える 低所得保証制度を軸として、持続可能とする年金制度の大改革、問題の多い生活

保護制度をはじめ、社会保障制度全体を俯瞰して適切な整理統合や簡素化を目指す」としております。

医療 5

AED(⾃動体外除細動器)の
設置義務化、禁煙外来費用

を引き下げて、改正健康管

理法、骨髄バンクドナー登

録の義務化、未成年・学生

の医療費無料化を

ご意見として承りました。

4/17の党⼤会で発表された活動⽅針の中で、社会保障制度全体を俯瞰し適切な整理統合や簡素化を⽬指
すとしております。

労働 3

雇用問題・ 低賃金水準に

よる格差問題、非正規社員

の休養引き上げを、失業雇

用感染対策

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正規・不正規を問わない同一労働同一賃金の実現・待遇改善を訴えて

おります。

また4/17の党大会で発表された活動方針の中では、「不合理な格差が至る所に存在（中略）正規非正規
雇用の格差、（中略）等々、様々な格差の拡大は社会の不安定化を助長する。ゆえに、現行の脆弱かつ

持 続可能性が揺らいでいるセーフティネット機能にメスを入れ、再分配の仕組みを再定義する必要が あ
る。」としております。

外国人 1
入管法改正の閣議決定 ご意見として承りました。

児童虐待

少子化 1

持続可能社会との関係 ご意見として承りました。

不妊治療

動物愛護

保育

教育・研究 3

国立大学廃止政策、世界で

進む「STEM教育」の重要
性、サッカー日韓戦

ご意見として承りました。

経済

(40)

社会

(32)
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法務 6

パスポート期限切れ失効の

見直し、野党の難民等保護

法案に反対、被害者保護の

ためにも加害者保護を、裁

判員を廃止して、死刑囚に

50年も「⽣と死の境に⽴つ
恐怖」を味合わせていいの

か、自動車を使用した犯罪

防止案、

ご意見として承りました。

人権 4

児童虐待やDVやストー
カー予防の教育を、障害者

差別解消法への理解が広が

る政策を、夫婦別姓につい

て

ご意見として承りました。

・さる参議院選マニフェストで「児童虐待の撲滅」「性暴力被害・DVの撲滅」を謳っております。また
串田誠一衆衆議院議員が中心となって法務委員会で訴えております。

・「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。

その他 4

南海トラフ大地震に伴う大

津波への対策案、地震予知

の実現性、オリンピックは

政治と切り離す、中国によ

るIOCへのワクチン提供に
関する報道

ご意見として承りました。

防衛 3

重要土地等調査法案につい

て早期の法制化を、土地買

収規制法案、海上保安庁の

巡視船(取締り専用船)の電
光掲示板の大型化、

ご意見として承りました。

日本維新の会は平成28年11月以来、参議院で「国家安全保障上重要な土地等に関わる取引等の規制等法
案」（今国会は1月29日に提出済み）を提出してきました。重要土地等調査法案は我が党の提出法案と
同主旨で早期の法整備が必要な法案であることから、3/18に領土担当大臣宛早急な国会審議入りができ
るよう働きかけることを申し入れています。

https://o-ishin.jp/news/2021/03/18/10497.html

米国 1
制空権について日米地位協

定の改定を

ご意見として承りました。

韓国 9

日韓トンネル反対、河野談

話の白紙撤回、ラムザイ

ヤー論文、韓国のスタンス

批判、

ご意見として承りました。

北朝鮮

中国 12

脱・中国現地生産、親中派

議員不要、チャイナスクー

ル、ミサイル、海警法、領

域警備法、中国政府の米に

対する姿勢、企業買収、ウ

イグル問題

ご意見として承りました。

・4/17の党大会で発表された活動方針の中で、世界の経済及び安全保障のパワーバランスが激変する
中、世界の平和と繁栄に貢献する外交政策を理念として、日本の主権と領土を自力で守る体制を整備

し、政権を担える政党として現実的な外交と安全保障政策を展開すると申し上げております。

・ウイグル問題に関し、超党派ウイグル議員連盟が発足し、我が党からも所属議員が当該議連に加入し

ております。また3/15参議院予算委員会で松沢成文参議院議員が質疑を行なっております。
・我が党は人権侵害と制裁に関する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

台湾

その他 3

ミャンマー外相扱いに抗

議、ミャンマー軍政問題、

台湾産バナナを食べよう

ご意見として承りました。

・ミャンマー問題に関して外務部会を開催し外務省よりヒアリングを行いました。引き続き情報収集し

党内議論を行っていきます。

・我が党は人権侵害と制裁に関する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。

皇室 2
皇室や皇族の目的、西村宮

内庁長官発言

ご意見として承りました。

憲法改正

外交

(28)

社会

(32)

機構

(24)
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公務員改革 7

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、公

務員倫理指導方針、国家公

務員の国会でのウソ答弁対

応、官僚の嘘は政治家を見

習っただけ

ご意見として承りました。

選挙 3

有権者との約束、投票日当

日の投票所、栃木1区での
政策立案（LRT問題）

ご意見として承りました。

地方行政 4

緊急事態解除後大阪府初の

コロナ感染者１００人超

え、民主主義と都構想、岸

和田市市役所建て替え、池

田市長批判

ご意見として承りました。

機構その他 8

議員報酬の返納制度、国は

「NHKの役員」であるこ
とを放棄して、与党国会議

員と総理は利害関係者なの

で国会以外で会うのを法律

で禁止して、衆院で4年分
の決算審議を、予算案は衆

議院も３０日以内に議決し

て、衆議院に提出された法

案が提出後60日経過したら
未了に、3/2衆議院本会議
の予算案審議。約1時間5分
で全衆議院議員が納得して

いるのか、医療系国家試験

でも追試験を

ご意見として承りました。

・刑事罰で議員報酬返納をとのご意見を頂きました。1月後半、2月前半の政策目安箱でも国会議員が起
訴、拘留され議員活動が不能になっていても歳費を受給できる現状は理解納得できないとのご意見を頂

戴しております。有識者を招いての勉強会を行い、党内で議論を続けております。

・さる参議院選マニフェストではNHKについて、NHK改革と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。

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、NHK改革と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。

・総務省接待問題については国家公務員倫理法もあるため、それに違反しているのは由々しき話だが、

国会は立法の場であり司法の場ではない旨、3/11馬場幹事長が記者会見で申し上げております。
・4/17の党大会で発表された活動方針の中で、世界の経済及び安全保障のパワーバランスが激変する
中、世界の平和と繁栄に貢献する外交政策を理念として、日本の主権と領土を自力で守る体制を整備

し、政権を担える政党として現実的な 外交と安全保障政策を展開すると申し上げております。
・ウイグル問題に関し、超党派ウイグル議員連盟が発足し、我が党からも所属議員が当該議連に加入し

ております。また3/15参議院予算委員会で松沢成文参議院議員が質疑を行なっております。
・我が党は人権侵害と制裁に関する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。

・尖閣問題に関しては有識者、防衛省、海上保安庁等との勉強会で情報収集・分析し、法改正等の議論

を進めております。

党関

連

（22
）

党全般 19

NHK問題の政策を、総務
省接待問題追及、ウイグル

問題、尖閣問題、反緊縮財

政を、生活困窮者支援と野

党協働、効果的な接触アプ

リの開発、足立議員批判、

大政奉還、コロナ時代への

政策、議員定年制・世襲議

員反対、国会分割案、アン

チ維新への対抗、緊縮派議

員一掃、ミャンマー軍政を

日本国として認め無い事を

発表して頂きたい、政策を

考え直して、日曜討論片山

代表、石井苗子議員拉致問

題質問を評価

機構

(24)
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・コロナ時代の政策をとのご意見を頂戴しました。4/17の党大会で『我々の課題意識の中心にあるのは
「大いなる危機感」』『コロナ禍によって浮き彫りになったことは、我が国は有事に対応できる政治シ

ステムやセーフティネ ット機能を持ち合わせていないこと』『我が党は、国 家百年の計に立った大きな
視点と思いきった発想で新しい時代の社会像を指し示し、経済成長と格 差解消を両輪で実現するグレー
トリセット、「日本大改革プラン」を練り上げ、党内議論を経て、政権与党に対して真正面から挑戦で

きる案を国民に提示していく。』としております。

・ミャンマー問題については外務部会を開催し外務省よりヒアリングを行っております。引き続き情報

収集し党内議論を行っていきます。また我が党は人権侵害と制裁に関する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。

・拉致問題についてはかねてより関係諸国と連携し拉致問題の解決を訴えて参りました。また有識者と

の勉強会で情報交換も行なっております。

候補者擁立関

連
3

大阪、兵庫地区の候補擁

立、埼玉11区での擁立、愛
知県知事選候補者擁立を

ご意見として承りました。

身を切る改革

コロナ全般 6

実行再生産数と小池都知

事、小池都知事批判、総理

が発言すべきことと予算確

保、石井苗子議員提案の自

殺対策に賛同、感染対策協

力、人口100万人当たりの
死者数

ご意見として承りました。

感染症法上の

扱い
1

5類に格下げすることを要
望

・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。前国会（第203
回）の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

マスク

個人への支援 9

特別定額給付金再給付

を、返済不要の支援金

を、単身世帯にも支援金

を、一律支援金30万に
して余裕のある人からは

税金で、行き渡らせるこ

とが重要で一律支援し年

末調整や確定申告、生活

困窮者が生活保護に陥ら

ないように、長期支援

を、生活困窮者への支援

を

ご意見として承りました。引き続き党内議論を行なって参ります。

・国民の暮らしを公平に支える経済対策として当面2年間を目途として消費税を一律5%に引き下げ検討
する選択肢はないのかと1/21の衆議院本会議代表質問で馬場幹事長が質問しております。{消費税減税特
例プログラム法案を前国会（第203回臨時国会）11/27付で参議院に提出済。本国会でも1/29に参議院
へ提出済}
https://o-ishin.jp/news/2021/01/29/10357.html
また2/5の衆議院予算委員会で足立康史衆議院議員が「コロナで国民のみなさまは大変困窮している、で
きるだけの支援措置を」と質疑を行なっております。

事業者支援

Go To ◯◯

治療薬ワクチ

ン
6

ワクチン接種と五輪、イ

ソジン、アビガンの随意

契約による大量契約に疑

義、イベルメクチンの緊

急導入、ワクチンでは感

染予防できない為接種反

対、ワクチン接種被害者

の見舞金支払い

ご意見として承りました。

・イベルメクチンについては厚生労働部会で治験を行なっている北里大学　大村智記念研究所の花木教

授をお呼びし勉強会を開催、意見交換を行ないました。また3/8参議院予算委員会で梅村聡参議院議員、
3/22参議院厚⽣労働委員会で東徹参議院議員、3/12衆議院厚⽣労働委員会で⻘⼭雅幸衆議院議員、
2/26衆議院議院運営委員会で串⽥誠⼀衆議院議員、2/26衆議院予算委員会第五分科会で杉本和⺒衆議院
議員がそれぞれ質疑を行なっております。

「維新de Go」のイベルメクチンの回もご覧頂き、ご参考にしてなさっていただければと存じます。
https://youtu.be/RP2x2dnxdJs

コロ

ナ関

連

（28
）

党関

連

（22
）

党全般 19

NHK問題の政策を、総務
省接待問題追及、ウイグル

問題、尖閣問題、反緊縮財

政を、生活困窮者支援と野

党協働、効果的な接触アプ

リの開発、足立議員批判、

大政奉還、コロナ時代への

政策、議員定年制・世襲議

員反対、国会分割案、アン

チ維新への対抗、緊縮派議

員一掃、ミャンマー軍政を

日本国として認め無い事を

発表して頂きたい、政策を

考え直して、日曜討論片山

代表、石井苗子議員拉致問

題質問を評価
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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

予算・補正予

算

入国制限緩和

特定業種 2

医療者給付金、コロナ禍

の保育士の環境

ご意見として承りました。

・コロナの医療者給付金の件、新型コロナウイルス対策に関する提言第6弾で医療機関、医療関係者等へ
の支援をと政府宛提言を行なっております。

https://o-ishin.jp/news/2020/images/teigen6.pdf

・コロナ禍に於ける保育の現状については浦野靖人衆議院議員が201回国会3/18衆議院予算委員会で質
疑を行なっております。

特措法・感染

症法

緊急事態宣言 4

緊急事態宣言解除とリバウ

ンド、一度原則外出禁止

を、緊急事態宣言の効果

は、東京都の重症病棟病床

数の間違いと小池都知事判

断

ご意見として承りました。

政府与野党 16

領海侵犯に対する政府批

判、総務省接待問題、若い

女性の生活困窮と予算組み

換え、広島自民党、小池百

合子都知事に対する疑問、

全日本私立幼稚園PTA連合
会の 使途不明金、日本の
安全・防衛の正常化は立憲

消滅、「特別注視区域」に

ついて制限する法案に対す

る公明党のスタンス、「政

府与党連絡会議」の廃止を

ご意見として承りました。

合計 190

総計 10401 （2019.1.22〜）

その

他

(16)

コロ

ナ関

連

（28
）


