
比例代表は、みんなの党  をお願いします！

あなたにとって、 みんなの党は 
期待できる 政党ですか？
Facebookで 評価してください。 
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増税凍結
デフレ脱却
経済復活
原発ゼロ
地域主権型
道州制

フェイスブック  www.facebook.com/yourparty.jp
ツイッター       twitter.com/your_party
ウェッブサイト  www.your-party.jp

みんなの党は、 みなさんの声に応えます。



政治は理念と政策と実行力。
「誰とやるか」ではなく「何を、どうやるか」
今の政治不信の元凶は、その当たり前のことを
ないがしろにしてきた結果です。
この過ちをくり返してはならない。
みんなの党は、ブレない・まげない・くずれない 
不撓不屈の精神を持っています。

｠
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増税の前にやるべきことがある！
―消費税増税を凍結し、まずは国会議員や官僚が身を切る―

日本の再生のためには復興第一！
― 東北の被災地から未来を拓く ―　

「地域主権型道州制」で格差を是正する！
―「3ゲン」を移譲し、消費税は地方の財源に ―

激動する国際情勢の中で戦略的な外交を！
― 日米同盟を基軸に国民・国土を守り、世界の平和に貢献 ―

財源はしっかり手当する！
― ムリ・ムダ・ムラを削減し、不要資産を売却 ―

原発ゼロと経済成長を両立する！
― みんなの党の新エネルギー戦略による電力自由化 ―

成長戦略で経済復活！
― 名目4%以上の成長により10年間で所得を5割アップ ―

日本の政治は劣化が止まりません。脱官僚・地域主権を掲げた民主党政権もまやかしで、

結局自民党と同じ穴のむじなであることが露見しました。官僚依存、増税談合、原発推進、

デフレ放置の無責任な国家経営。割を食うのはいつも国民です。今回の選挙は、利権団体

にがんじがらめにされたこれまでの路線を継続するのか、しがらみのない新しい道へ踏み

出すのか、未来の選択を国民に託すものなのです。

みんなの党は、国民の生命・自由・財産、そして領土・領海をとことん守ります。民間に

できることは民間に任せ、地域にできることは地域に任せます。

当たり前の国家を創る。その障害となる勢力とみんなの党は全力で闘います。政治理念・

基本政策が一致する人達とは、徹底的に話し合い、協力します。

みんなの党は、ブレません。

｠
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増税の前にやるべきことがある！1

消費税増税を凍結し、
まずは国会議員や官僚が身を切る
これはみんなの党が結党以来言い続けていることです。国民に負担を強いる増税をする前に、
まずは国会議員や官僚が身を切らなくてはいけません。
既得権益の壁をぶち破り、貴重な税金のムダ遣いを許しません。

政治が責任をとり、官僚が実行
国家戦略の立案、幹部官僚の人事、そして予算の編成を内閣で掌握します。
情報公開を徹底し、「ガラス張り」の行政を実現します。

国会議員の給与とボーナスを削減し、一院制による「決める政治」へ
衆議院議員は 480→300、参議院議員は242→100へ削減。
国会議員の給与 3 割・ボーナス 5 割カットを実施します。

公務員と民間との格差を是正
現状で民間の約2倍といわれる公務員の給与と退職金、年金を民間の水準へ引き下げます。
公務員の人件費を2割削減するだけで消費税の2％分に相当。

天下りの根絶
自民党にできず、民主党が断念した天下りの禁止を断行します。

国民の声が届く政治
国民が首相を選ぶ「日本型首相公選制」と一票の格差を是正する「一人一票」の実現、
そして先進国では日本だけが禁止する「インターネット選挙」を解禁します。

増税の前にやるべき財政政策　　10ページへ

衆議院

参議院 242 人

480人

100人

300人

242 人

480人

100人 200人

300人

一院制

2 原発ゼロと経済成長を両立する！

みんなの党の新エネルギー戦略による
電力自由化
電力自由化で市場原理を導入すれば、原発はコスト高となり、ゼロになります。既得権益化した
電力業界に新規参入と設備投資が増え、経済活性化と新たな雇用創出をけん引します。
新エネルギーは安全保障と環境問題にも関わるため、日本の力を結集して取り組みます。

発送電分離、新規参入による、2020年の電力自由化
発電部門と送配電部門を切り離し、新たな発電業者を参入させ、市場原理が働くようにします。

新規の原発設置の禁止と40年廃炉
新エネルギーと環境負荷の比較的低い天然ガスコンバインドサイクル発電所などを組み合わせ、
原発ゼロへの明確な道筋を示します。

エネルギー政策による新ビジネスの創造
エネルギーの総合的な開発・管理システムや地産地消などによるスマートシティ構想を
実現するなど、新たな基幹ビジネスを創造します。

次世代エネルギー研究投資の国家ビジョン化
人工光合成や R 水素など新エネルギーの研究開発はもちろん、廃炉技術や核廃棄物処理技術
などのノウハウを蓄積し、世界へ輸出できる先端事業として育成します。

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5
世界標準の
厳格な検査

（新規設置の禁止）

原発優遇政策・
再処理計画の廃止

新エネ政策の
推進

電力自由化
【2020年】

競争力のない
原発は廃止へ

道州制導入後

3 4

2020年代
原発ゼロ

縮刷版　B4 / 257 - 364



成長戦略で経済復活！3

 名目4%以上の成長により
10年間で所得を5割アップ
増税で財政再建を果たした国はありません。みんなの党は、
何よりも経済の復活が重要だと考えます。民間の活力を
引き出す規制緩和を積極的に行い、世界をリードする新産業の
育成を実現します。マーケットのグローバル化を推進し、
所得増、雇用増を目指します。

国際化とイノベーションによる経済成長戦略
TPPの交渉参加、東京のアジア金融センター化、輸出へ向けた農林水産業の改革、コンテンツへの投資、

iPS細胞やバイオ分野の育成など、日本の未来を元気にする政策を積極的に推進します。

格差を固定しない、頑張れば報われる雇用対策
若年世代の就職促進のための制度改革、職業訓練の拡充、同一労働・同一賃金の徹底、
雇用のミスマッチ解消などを重点的に進めます。

信頼できる医療・介護・福祉
医師数の確保や IT 化によるムダ削減、混合診療の解禁、地域医療・介護体制の構築など、
先端技術と規制緩和により、信頼できる医療を促進します。

若年世代の「払い損」のない社会保障
年金制度を見直し、若年世代の「払い損」や、社会保障番号制度による不公平感を是正。
希望を持ち安心して働き続けられる環境を整えます。

社会的弱者に配慮した所得再分配を
本当に困っている人々を助けることが重要。低所得者層への「給付つき税額控除」の導入や、
生活保護制度の不備・悪用などを解消します。

「子ども（児童）手当」の抜本的な見直しと少子化対策の強化
バラマキ政治の是正。地方自治体の創意工夫による現物・現金給付にシフトします。
待機児童ゼロ、一時保育の拡充、育児休暇取得の円滑化などで少子化に歯止めをかけます。

女性が活躍できる社会に
公務員の女性管理職倍増や、女性の起業支援、結婚・出産で退職を余儀なくされて起きる
「M字カーブ型」の雇用状況などを改善し、女性の機会損失を減少させます。

成長産業となる農林水産業を地域の基幹ビジネスへ
株式会社の農業への新規参入を可能にし、6次産業化を促進。
公共建造物の木造化や木質バイオマスの利用などで、国産材の需要を拡大。

規制改革による民間の活力を
経済の成長は「資本＋労働＋技術革新」。医療・福祉・農業・電力・通信などの規制改革で
株式会社やNPOの参入を促し、資本ストックの増強（設備投資の活性化）を図ります。

世界中から人が集まる国へ
外国人客数1,500万人の達成を目指し、総合リゾート型観光施設の整備を進める。
メディカルツーリズムやSEZ（経済特区）などの魅力ある地域制度を創出。

脱“バラマキ”による公共事業で地域のインフラを整備
第三者による公共事業の費用便益分析（B/C）や、参入障壁の緩和を実施。
ムダな補助金漬けの公共事業は撤廃。

経済成長戦略で雇用を増やす

若年世代には希望を、高齢者には安心を

地域による基礎教育・公教育を充実
教育の機会均等を原則に、体験・個性重視の教育を実現。芸術・文化・スポーツ・武道などの
振興や、学校教育の IT 化を推進し、教育環境を充実させます。

グローバル人財の育成と確保を促進
留学経費、海外での学位や単位取得を目的とする学生の海外交流を積極的に支援。
外国人留学生の数を30万人（現在は約14万人）へと倍増させます。

科学技術の振興で日本を再生
若手研究者育成のための環境を整え、研究成果の事業化推進を支援します。
基礎研究分野に加え、国際規格競争を勝ち抜くために、オールジャパンで取り組みます。

未来を担う人財づくり

現在

所得

10年後

5 6

5割アップ

400万

600万

200万
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5

「3ゲン」を移譲し、消費税は地方の財源に

主要かつ安定財源である「消費税」は地方の財源に
道州制に移行したあと、地方自治体に消費税を完全移譲し、
ひも付き補助金と 地方交付税を廃止します。

霞ヶ関の官僚機構を改革・再編
中央官庁の役割を外交・安全保障、通貨、マクロ経済、社会保障などに
限定し、現在の省庁を大幅に再編・削減します。

地域のことは地域で決定
自治立法権、道州・基礎自治体の課税自主権に加え、住民参加などが
保証された地域政府を確立します。

外国人参政権に反対
道州制によって飛躍的に地方自治体の
位置づけが高まるという観点から、
外国人参政権の付与には反対します。

中央集権型ではこれ以上日本を成長させることはできません。みんなの党は自立のために必要な
3ゲン（権限・財源・人間）を地方自治体に移譲します。各地域の住民が主体の地域主権型道州制
（道州制）を新しい日本のかたちにしていきます。

「地域主権型道州制」で格差を是正する！

基礎自治体の業務を民間へ開放
行政事務はもちろん、社会福祉や教育を含めた多様な仕事を
民間（地元企業やNPOなど）に移譲していきます。

東京特別

大阪特別

関西

北陸信越

南関東

東海

四国

九州

中国

北関東

東北

北海道

日本の再生のためには復興第一！4

東北の被災地から未来を拓く

放射能の不安を一掃
子どもと妊婦を放射能被害から守ることが最優先。震災から得た知見を 人類の教訓として
世界の国々と共有できるようにしていきます。

復興基金の設置による現場主導へ
復興のための財源を被災地の判断で使える「復興基金」に移行します。政府による流用を防止。
さらに、税制優遇や規制緩和で復興の後押しをします。

復興庁を被災地に設置
復興庁を霞ヶ関から被災地に移転し、決済権を持つ専任大臣を常駐させます。
地域主権型道州制へ移行するための先行ケースとし、復興予算の流用をなくします。

食品の原則全品検査を実施
放射能汚染が疑われる食品の原則全品検査システムを導入。測定結果を詳細に公表し、
風評被害を一掃します。

東北を日本再生のモデルケースに
新エネルギーはもちろん、植物工場、
災害に強いまちづくりなど、
グリーンエコノミーによる活性化を推進。
先進事例として世界へ発信していきます。

日本の復活には東北の復興が不可欠です。東北を日本再生のモデルとして育てます。
霞ヶ関ではなく、被災地のことだけを考え、スピード重視で取り組みます。

7 8

※道州制区割りの一例です。
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6 7

ムリ・ムダ・ムラを削減し、不要資産を売却

歳入庁の創設による社会保障制度の改革
国税庁と日本年金機構などに分かれている税金と社会保険料の徴収の一元化を図り、
徴収率を向上させます。社会保険料率の統一や上限撤廃などを進めます。

民間にできることは民間へ
郵政民営化の推進と日本郵政株式の早期売却。日本たばこ、NTT、東京メトロなども
株式売却を実施し、民間へ事業移管を行います。

不動産などの国有資産の売却
全国に約20万戸ある公務員宿舎や、独立行政法人などが持つ国有資産を売却し
スリム化を図ります。

特別会計余剰金の活用
国債整理基金特別会計をはじめ、使われないままに温存されている特別会計の
積立金などを活用していきます。

この20年あまりで、税収がピーク時の約60兆円（90年度）から3分の1も減少しました。
97年度の消費税増税以降、同年度の税収を上回った年が一度もないのが、歴史的事実です。
増税に頼らず、財政の根本を見直すことで、再建への道筋は開けます。

激動する国際情勢の中で戦略的な外交を！ 財源はしっかり手当する！

日米同盟を基軸に国民・国土を守り、
世界の平和に貢献
領土・領海問題には毅然と対応し、日米同盟を基軸としながら、
アジア諸国との信頼関係を構築します。
日本が自由と人権を重んじる先進民主主義国として、
世界の平和と安定に貢献していきます。

日米同盟を基軸に一貫性のある外交戦略を構築
相互信頼に基づく日米同盟体制を安全保障の基軸に、沖縄県の米軍基地負担軽減や
日米地位協定の改定提起など、米国との対等な関係を構築していきます。

自衛隊、海上保安庁などの見直し
陸海空のバランス再検討や海上保安庁の強化など、国土を守る能力を充実させ、
災害対応・PKO活動などの国際貢献体制の構築も進めます。

尖閣諸島、竹島、北方領土問題は
国際法に則って解決
海上保安機関・防衛当局間の連絡メカニズムを整備し、
各国との交流や、信頼構築に努め、
国際法に則って対処していきます。

北朝鮮における拉致問題の早期解決
米中韓と連携し、経済制裁措置なども徹底。平壌宣言に基づく二国間交渉を
進める一方、国際社会と協調し、あらゆる手段を講じていきます。

広報外交の強化と情報戦略の充実
世界に対するメッセージ力を高め、日本の考えを発信。情報機関や分析力の強化による
危機管理能力を向上させ、サイバー攻撃などにも備えます。

ODAの戦略的活用
「人間の安全保障」の観点から、地球環境問題、食糧危機、教育、医療・福祉、貧困撲滅などの
分野で人的・技術的・資金的な国際貢献を推進します。

（兆円） （年度）

（税収）
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？？ ？ ？
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