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かつて「府市合わせ」と呼ばれた大阪府市の二重行政に対して、私たち
は「大阪都構想」によって解決を試みました。それは、維新の府知事・市長の
人間関係による解決ではなく、二度と「府市合わせ」が起こることのないよ
う、広域行政の集権化と基礎自治体の分権化という｢都区制度｣により解決
を図るチャレンジでした。
日本維新の会も、国会議員団と大阪をはじめとする地方議員の一致団

結は、カリスマ的リーダー松井代表の人間的魅力に依存してきました。国と
地方に隔たりが生まれつつある今、地方議員団の意見がしっかり反映され
る「地方重視」とともに、仮に意見の対立があっても｢党員民主主義｣により
解決を図る仕組みを制度化し、絶対に壊れない持続可能な政党組織を作
ります。

ご 挨 拶
　２０１２年に大阪維新の会を母体に誕生した日本維新の
会は、２０２２年、「第二の十年」のスタートを切りました。こ
れまでのオーナー政党から真の意味での国民政党へ、維
新スピリッツを継承しながら、更に飛躍できるかどうか、
正念場を迎えています。

　そしてこの度の党代表選挙では、党所属の国会議員、
地方議員、そして一般党員すべてが一人一票の党員投
票という憲政史上初の「党員民主主義」に挑戦します。

　党組織の大改革「One維新」をベースに、新しい政治、
新しい行政、そして新しい経済社会をともに創りましょう！

衆議院議員
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足立
「党員民主主義」と「地方重視」を

社会改革
3 Policy

人口減少社会に適応した最適な「統治
機構改革プラン」の策定

国家ビジョンたる「税・社会保障・労働
市場の三位一体改革」の再構築

責任ある原発・エネルギー政策に正面か
ら挑む「グリーン・グロース戦略」の推進

国民と領土領海領空を守るタブーなき
「安全保障戦略」の構築

大国日本の二大政党にふさわしい「政
策立案機能（政党シンクタンク）」の強化

○

○

○

○

○

新しい日本
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1 新しい政党　政党改革

「党員民主主義」と「 地方重視」 を
制度化するガバナン ス改革

　永田町政治は、国会議員の離合集散、派閥闘争を繰り返してきま

した。維新が自民党の真似ごとをしても自民党一強は変えられませ

ん。党員民主主義を軸に、徹底討論の上で多数決で決定をしたら一

致団結する維新の伝統を制度化し、持続可能な新しい政党組織を構

築します。

二代続いたカリスマが率いる政党統治から、合理的なルールに基
づくオープンで公正な政党統治に移行し、トップに依存しない持
続可能な地方分権型政党としての新しい政党組織を構築する。

すべての党員が党の意思決定に参画する「党員民主主義」を構築
し、「党員に始まり党員に終わる」新しい政党統治を実現する。

「党員民主主義」の前提として、党員投票の投票権の「足きり」的
な要件である「継続して前２年の党費を納入」を緩和するととも
に、道州単位（道州制が実現するまでの間は、衆院選の比例代表
における11ブロック制）の特別党員数比に応じて1票の価値を公
平に調整するなど、来春までに党員制度を再構築する。

党員管理インフラを見直すことで、党員資格の有無を厳格に管理
するとともに、電子投票を実現するインフラを整備することで、公
正かつ迅速な党員投票を可能にする。また、党員投票に向けた選
挙活動に必要なインフラを整備し、特別党員が党員に直接アクセ
ス出来る仕組みを構築する。

「人治から法治へ」、
党員民主主義による「一致団結」を制度化

○

○

○

○

代表選
重点公約
2022

ス改革を
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　全国都道府県総支部代表の国会議員独占状態、国会議員中心の政

党交付金管理等、国会議員をピラミッドの頂点とする現体制と地方

議員の間で隔たりが生まれています。日本維新の会の第二の十年の

スタートに当たり、国・広域自治体・基礎自治体の徹底した横並びの

役割分担を制度化し、総力戦で政権奪取を目指します。

崩れつつある国と地方の「横並び原則」を徹底するため、国会議
員団の長・全国広域議員団（首長を含む、以下略。）の長・全国基
礎議員団（首長を含む、以下略。）の長の３共同代表による「集団指
導体制」を構築し、マニフェストや政党交付金の分配等の党議に
係る重要判断は、３共同代表の全会一致を原則とする。全会一致
ができなかった場合は、特別党員による特別多数（国会議員に比
べて地方議員の声が反映されやすくなる。）、最終的に全党員の
過半数により決定することで、党員・地方重視の「党員民主主義」
のガバナンスを確立する。

３共同代表の内、党運営を統括する「代表」は、一般党員を含む全
党員が（前述の調整を行った上で）等しい票の価値を持つ選挙で
選任し、自らが属する議員団の長と兼任する。尚、代表が属してい
ない議員団の長は、各議員団における特別党員の互選により選任
する。

政党交付金の分配は、都道府県総支部単位ではなく、国会議員団
の長・全国広域議員団の長・全国基礎議員団の長の３共同代表制
で決定の上、各広域自治体（道州単位）議員団・各基礎自治体議員
団への分配は、全国広域議員団の長・全国基礎議員団の長が決
定する。尚、来春に統一地方選を控えている為、３共同代表制によ
る「集団指導体制」の構築に先立って、代表選後直ちに全国広域
議員団と全国基礎議員団組織し、地方重視の政党交付金の配分
を決定する。

崩れつつある、国と地方が対等な
「横並び原則」の再構築

1

国会議員

党役員会
全会一致

党大会
特別多数

党員投票
過半数

代表選挙 互選 互選

マニフェスト、
政党交付金の分配等［ ］

新しい政党ガバナンス「党員民主主義」

○

○

○

新しい政党　政党改革 代表選
重点公約
2022

各全国議員団（国会・広域・基礎）

３共同代表

３共同幹事長

予備選挙 予備選挙 予備選挙

党      員

※広域議員：都道府県、政令市議会議員・首長／基礎議員：市区町村議会議員・首長
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　党の規模が拡大するにつれて、重要な党議がいつ、どこで、どのよ

うな議論を経て決定されたかが不透明となり、当事者意識の低下を

招くという悪循環が生まれています。昨年国会議員団政調会で作っ

た、インターネット中継で徹底討論する「オープン政調」の仕組みを

党全体に拡大し、ガラス張りの新しい党運営を実現します。

政治家個人の価値観に大きく関わるような議論や国防・テロ対策
等機微な情報に関する議論を行う会議以外は、原則フルオープン
とし、動画中継を行い、会議後速やかに議事録をホームページ上
で公開する。

公認選考について、政党幹部による不透明な選考基準の下、現職
議員であることが既得権化しつつある現状を踏まえ、各種選挙の
候補者の公認、推薦等は、原則当該選挙の有権者である党員によ
る予備選挙で決定し、国会議員、地方議員を問わず現職議員に
チャレンジすることができる、公正で透明な公認選考プロセスに
改める。

透明で公正なガラス張りの
「オープン党運営」への転換

1 新しい政党　政党改革 代表選
重点公約
2022

○

○
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2

「身を切る改革」の
徹底と適正化

　「税金の無駄遣いを許さない」ことを標榜しつつ、政治資金パー

ティーの開催や領収書不要の政策活動費を認めるなど徹底さを欠

いているため、「身を切る覚悟」が国民に伝わっていないとの指摘が

あります。維新発祥の地大阪の維新スピリッツを体現し、徹底した

「身を切る改革」を断行します。

しがらみのない政党を実現するための「企業団体献金の禁止」
の趣旨を踏まえ、企業団体献金の抜け穴になっている政治資金
パーティーを禁止する。

領収書不要の抜け穴である「政策活動費（組織活動費）」の使途
を公開し、政党幹部による政治資金の私物化を防ぐ。また、か
つて党内で議論のあった「政治資金私物化防止法案」を復活さ
せる。

抜け穴を徹底的に塞ぎ、
「身を切る覚悟」を示す

「抜け穴」の実態

新しい政治　政治家改革 代表選
重点公約
2022

○

○

なのに

パーティー券
（企業団体）

企業団体献金

OK

禁止

なのに
政策活動費

文通費 領収書
公開

領収書
非公開R1年度 5,864万円

R2年度 4,497万円

「政治資金パーティー」の禁止
企業団体献金禁止の“抜け穴”との批判に対応

「政策活動費」の使途公開
不透明との指摘のある政策活動費使途の全面公開

R1年度
5,864万円

R2年度
4,497万円

政策活動費
領収書不要・非課税
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2

「身を切る改革」の
徹底と適正化

「税金の無駄遣いを許さない」ことを標榜しつつ、政治資金パー

ティーの開催や領収書不要の政策活動費を認めるなど徹底さを欠

いているため、「身を切る覚悟」が国民に伝わっていないとの指摘が

あります。維新発祥の地大阪の維新スピリッツを体現し、徹底した

「身を切る改革」を断行します。

しがらみのない政党を実現するための「企業団体献金の禁止」
の趣旨を踏まえ、企業団体献金の抜け穴になっている政治資金
パーティーを禁止する。
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を公開し、政党幹部による政治資金の私物化を防ぐ。また、か
つて党内で議論のあった「政治資金私物化防止法案」を復活さ
せる。

抜け穴を徹底的に塞ぎ、
「身を切る覚悟」を示す

「抜け穴」の実態
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　「身を切る改革」が自己目的化し、議員活動の合間にアルバイトを

せざるを得ない、ビラを作る資金が足りないといった本末転倒を是

正します。単に「身銭を切る」ことではなく「身を正す」ことを目的に

し、政党交付金の公正な分配や法整備を通して、「政治家を身分から

職業へ」の理念を実現します。

議員報酬削減により、議員活動の合間にアルバイトをせざるを得
ない、ビラを作る資金が足りないなど、政治家としての活動に支
障が出ている地方議員の現状を鑑み、議員報酬が低い地域にお
ける削減額（率）の適正化を進める。

「横並び原則」の徹底により、公正に分配された政党交付金によっ
て、地方議員が、不自由無く政治活動を行うことができる環境
を整える。

「政治家を身分から職業へ」の理念の下、議員報酬や定数の削減
の際に公設秘書（特に政策担当秘書）の枠を増やすことや、議員
報酬を一定削減した上で成果型にする（ 成長率に連動させ
る等）など、「身を切る覚悟」と「仕事をするための環境整備」の両
立を目指すための法整備を行う。

「身銭を切る改革」から、
「身を正す改革」へ

2 新しい政治　政治家改革 代表選
重点公約
2022

○

○

○
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3

タブーなき議論によ る
「政権担当能力」の確 立

　維新八策へ原点回帰し、維新のアイデンティティであるにも関わ

らず党内議論が止まっていた、統治機構改革の議論を再スタートさ

せます。政権奪取に向けて、次期衆院選までに、地域に応じてメ

ニューを選択出来る「大都市法」の改正、「首都・副首都法」の制定、

「道州制」の導入について、憲法レベルの議論まで含めて整合的に整

理し、具体的で最適な統治機構改革プランを構築します。また、一院

制については、現在の参議院を、地方議員や首長の代表者で構成し、

国と地方の役割分担について議論する「地方院」へ移行するなど、党

内議論を再スタートさせます。

「特別区」設置に限らず、政令指定都市と都道府県による広域行政
一元化や「特別自治市」など、様々な大都市経営のあり方に法定
根拠を与える為、「大都市法」を改正し、全国一律型のシステムで
はなく、都市圏など地域の実情に応じた多様な大都市のあり方を
推進する。

「首都・副首都法」を制定し、京阪神地域を副首都圏として位置付
け、霞ヶ関の中央省庁から「権限、人間、財源」を大幅に京阪神地
域に移譲することで、有事にも行政機能が維持可能な脱中央集権
型国家を構築する。

多極分散型国家の理念の下、持続的かつ効率的な広域行政シス
テムを構築するため、憲法改正による「道州制」の導入を目指しつ
つ、前段階として「グレーター東京構想」や、都府県の合併など、広
域自治体の連携強化や再編を推進する。

人口減少社会において、効率化による行政サービスの維持を図る
ため、「圏域」構想を含む基礎自治体の最適規模（30～40万人程
度）への再編を推進する。

将来的に現在の参議院を廃止し、地方議員や首長の代表者で構
成される「地方院」へ移行する。

人口減少社会に適応した最適な
「統治機構改革プラン」の策定

新しい日本　社会改革 代表選
重点公約
2022

○

○

○

○

○

 る
 立
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新しい日本 社会改革 代表選
重点公約
2022
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　少子高齢化の急伸、現役世代の負担増、長期停滞に対応するた

め、税制改革、社会保障制度改革、労働市場改革を三位一体で行う

「日本大改革プラン」を声高らかに掲げたものの、プランの核とな

る「最低所得保障制度」について「BI（ベーシックインカム）」か「給付

付き税額控除」の選択もままならず、二度の大型国政選挙で大々的

に訴えることもありませんでした。しかし、年金制度を始めとした

日本の経済社会システムの崩壊は留まることを知らず、改革を先

送りにする猶予はありません。党内外の幅広い理解を得るため、

「最低所得保障制度」については「給付付き税額控除」を選択し、よ

り現実的で実効性の高いプランへの改定を進めることで、「税・社

会保障・労働市場の三位一体改革」を国家ビジョンたる日本維新の

会の旗頭とします。

急速に深刻化する少子高齢化による年金制度の崩壊や、拡大する
世代間格差から国民生活を守るとともに、公正な所得再分配の徹
底でワーキングプアを解消するため、基礎年金等の現金給付の
社会保障を統合した「最低所得保障制度」としての「給付付き税
額控除」を導入する。

長期に渡る有事においては、「給付付き税額控除」から「緊急時の
BI」（定期的な一律給付）へ移行する。

「最低所得保障制度」による公正かつ徹底した所得再分配が実現
した暁には、現物給付の社会保障を含むあらゆる政策において、
所得制限を撤廃する。

各種控除、租税特別措置の廃統合や、フロー・ストック（課税）比率
の是正等を通じて担税力に応じた税制を構築するなど、公正かつ
簡素で、活力を生み出す税構造改革を推進する。

「挑戦のためのセーフティーネット」を前提に、金銭解雇を含む労
働法制の見直し、雇用保険改革等を通じた「フレキシキュリティ」
への転換、中小企業における護送船団方式の転換によって、労働
市場の流動化及び産業構造の転換による、正規・非正規格差の是
正やブラック企業淘汰を含む労働環境の改善と持続的な賃金上
昇を実現する。

国家ビジョンたる
「税・社会保障・労働市場の三位一体改革」の再構築

3 新しい日本　社会改革 代表選
重点公約
2022

○

○

○

○

○
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3 新しい日本 社会改革 代表選
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　ベースロード電源の必要性は、昨今の電力需給逼迫で明らかとな

り、経済対策としての合理的な気候変動対策が求められている中

で、原発の必要性は増しています。高レベル放射性廃棄物の最終処

分等に係るプロセスの明確化など、電力会社では無く国主導の責任

ある原子力政策を再構築することを前提に、党内議論においてもこ

れまで議論がタブー視されてきた「フェードアウト路線」を転換し

ます。老朽原発のリプレースについて、従来型原子炉と次世代小型

原子炉（SMR）の在り方を含め、ベストミックスの観点からタイムス

ケジュールを考慮した現実的な議論をリードします。

最終処分プロセスの明確化等を通じた原発改革（原発再稼働責
任法案）を前提に、安全性が確保された原発の再稼働のみなら
ず、グリーン・グロース（気候変動対策による持続的な経済成長）
におけるベースロード電源として不可欠である観点から、老朽原
発のリプレースを積極的に推進する。

カーボンニュートラルに不可欠であるカーボンプライシングの手
段は、炭素税ではなく、市場メカニズムを重視すると共に、国際金
融センター構想に繋げる観点から、「排出権取引制度」の導入を
推進する。

再生可能エネルギーの促進に当たり、スマートグリッドの推進を
一層強化すると共に、エネルギーの地産地消の観点から、地域マ
イクログリッドを構築し、地域住民の合意形成、地域の自然と調和
を図ることが可能な発電方式の導入を目指す。

責任ある原発・エネルギー政策に正面から挑む
「グリーン・グロース戦略」の推進

3 新しい日本　社会改革 代表選
重点公約
2022
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3 新しい日本 社会改革 代表選
重点公約
2022
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　中国の覇権主義的行動、ロシアによるウクライナ侵略など、安全保

障環境は一層不確実性と厳しさを増しているものの、自民党政権で

は、内閣法制局とともに積み上げてきた論理体系に基づく憲法解釈

を変更することは出来ず、国民と国土を守るために真に必要な体制

を構築するには限界があります。政権交代を目指す責任野党として、

そういった縛りに囚われること無く、いわゆる「芦田修正論」を含む

タブーなき憲法解釈の議論をリードするとともに、「平和安全法制」

よりも集団的自衛権行使の要件を厳格化するこれまでの党内議論

（合衆国軍隊等防護事態）を転換し、自衛権について法律事項で確定

させるなど、自民党以上に積極的な安全保障戦略を構築します。

「専守防衛」の定義の内、防衛力に係る「必要最小限」に限るとの
規定を憲法解釈を含めて見直し、自衛権について法律事項で確
定させる。

ポジティブリストからネガティブリスト方式へ転換するなど、
自衛隊法を抜本的に見直し、国民と国土を守る能力を備えた実
効性のある自衛隊の体制を構築する。

中国はじめ力による現状変更を目論む覇権主義国家に対抗す
るため、日米同盟を基軸に、クアッドにおける安全保障の枠組
み強化、AUKUSやファイブ・アイズへの参加を進め、英連邦の
国々や台湾はじめ価値観を共有する海洋国家との「海洋国家
ネットワーク」を構築する。また、我が国のシーレーンにとって
要であるインド太平洋地域でのプレゼンスを拡大するため、
量と質を担保した積極的な海外直接投資を推進するとともに、
TPP11拡大をはじめEPA、FTAに積極的に関与し、自由貿易圏
の拡大を目指す。

国民と領土領海領空を守る
タブーなき「安全保障戦略」の構築

3 新しい日本　社会改革 代表選
重点公約
2022
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　少子高齢化の急伸、激変する安全保障環境といった未曾有の内憂

外患に直面する日本の国家経営には、根拠に基づく政策立案

（EBPM）が不可欠であり、政権交代を目指す責任野党としての政策

立案機能の構築には、自民党政権を長年支えてきた霞が関官庁に対

抗し得る、シンクタンクの存在が不可欠です。詳細な政策立案から

世論形成に向けた広報戦略を担う「政党シンクタンク」の創設、国会

付属機関の機能強化とフル活用、「シャドーキャビネット」（影の内

閣）の設置で、政権奪取、そして「日本大改革」を目指します。

長年霞ヶ関官庁に支えられてきた自民党に対抗し得る政策立
案能力、政権担当能力を構築するため、調査・研究、政策立案、広
報を三位一体で行い、エビデンスに基づく政策立案、広報、意思
決定をサポートする「政党シンクタンク」を創設する。

法制局や調査局等、国会付属機関の機能強化、政党及び「政党シ
ンクタンク」によるフル活用を推進する。

「政党シンクタンク」の設立及び国会付属機関の機能強化、フル
活用を前提に、「シャドーキャビネット」（影の内閣）とそのブ
レーン部隊を中心とした政調会を構築する。

特別党員や秘書に対する、「新人研修」（政策講習、選挙講習等）、
「幹部育成研修」（マネイジメント研修）を実施し、党に関わる全
てのメンバーのキャリア育成支援を徹底して行う。

大国日本の二大政党にふさわしい
「政策立案機能（政党シンクタンク）」の強化

3 新しい日本　社会改革 代表選
重点公約
2022

○

○

○

○
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01 02実  績

大阪にて3人兄弟の末っ子として誕生

大阪府立茨木高等学校卒業
水球で国体・インターハイ出場

京都大学卒業
水泳部に所属し水球チーム主将を務める

米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院修了

EU本部のあるブリュッセルに駐在

京都大学大学院修了

通産省（現経済産業省）入省
　通商政策局にて日米協議を担当
　大臣官房にて行政改革を特命担当

東日本大震災を機に政治を志す

衆議院選挙 初当選（小選挙区）

幹事長代理（国会議員団）就任

政調会長（国会議員団）就任
憲法改正調査会長就任

代表選挙に挑戦

1965

1984

1988

1990

1996

2009

2011

2012

2017

2021

2022

やっくん・やっさん

水球・短歌・ペン回し

卵かけご飯

たしなむ程度。すぐ赤くなります（笑）

妻・長男

遊危所（リスクを楽しむ）

高碕達之助

足立康史の経歴

プロフィール
ニックネーム

特 技

好 物

お 酒

家 族

座 右 の 銘

尊敬する人物

闘う政治家 足立康史 主な取り組み
ー  足 は 地 元 に 、心 は 国 に 、眼 は 世 界 に  ー 活動報告は

こちらから

2018年、大阪北部地震を受けた補正
予算案の問題点を指摘し、ブロック塀
関連予算の遡及適用を認めさせる

（憲政史上初）。

2021年、デジタル社会形成基本法の
基本理念に「公正な給付と負担の確
保」の文言を盛り込む。

2022年、地元の土砂崩落事件を機に、
8年越しで取り組んできた「盛り土規
制法」を可決成立させる。岸田内閣で
野党初の国会修正可決を勝ち取る。

03 党改革
国会議員団政務調査会長として、政
調会における会議をインターネット
中継で公開する「オープン政調」を立
ち上げ議論の見える化をリード。

文書通信交通滞在費の使途公開を党
内で先駆けて取り組み、党全体の取
り組みをリード。

質問通告時間と要旨を事前にイン
ターネットで公開する取り組みを党
内で先駆けて取り組み、党全体の取
り組みをリード。

04 党勢拡大
2017年頃からの党勢低迷期に全国
遊説「政権奪取へ、愚直に維新！」を行
い、全国での候補者発掘や議員の誕
生、党勢回復に貢献。

地元選挙区内において、３名の首長
誕生に尽力。大阪府下初の女性市長、
瀧澤智子池田市長が誕生。

SNSでの情報発信に努め、Twitter
フォロワー数は約20万人、YouTube
の総再生数は約1千万回。

党の憲法改正調査会長として、新たな憲
法改正原案（自衛隊明記と緊急事態条項
創設）の条文イメージを取りまとめる。

どの政党よりも早く党コロナ対策本部を
設置。事務局長として吉村大阪府知事と
連携し、９弾にわたる政策提言を菅総理

（当時）に手交。地方創生臨時交付金の大
都市への傾斜配分などを実現。

国会議員団政務調査会長として、ロシアに
よるウクライナ侵略に対して、どの政党よ
りも早く、緊急提言を提出。物価高から国
民生活を守る「国民負担軽減法案」を提出
し、ガソリン補助拡大を実現。

提  言
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