
東京都知事選2020　候補者インタビュー・アンケート内容
※届け出順（締め切りまでに回答があった候補者のみ掲載しています）

①新型コロナ対策で

　重点的に取り組みたいのは？

②「東京オリンピック」への

　取り組み方

③コロナ、オリンピック以外で

　最優先で取り組みたい課題と

　解決の具体政策

④今回の選挙での

　自分のテーマソングとその理由

⑤▼１期目よりもバージョンアップさせる

　　ポイント(小池都知事）

　 ▼自分が新知事に就任したら、

　　小池都政とここが違う！ポイント

⑥誰に投票しようか

　　　　迷っている人に一言

山本太郎
（れいわ新選組代表）

【PCR検査】
エッセンシャルワーカー・介護・保育・
医療従事者が優先的に
検査を受けられる体制作り。

【保障】
・総額１５兆円、東京都が資金調達して、
　２月～６月の損失をカバーする。
　中小企業・個人事業主、フリーランス、
　前年度の事業収入から今と比べて
　マイナス分を補填する。
・非正規雇用労働者を守る。
➡家賃を滞納してしまっている人に、
　空いている都営住宅で住まいを確保する。

【中止の方向】
・特効薬がない中でオリンピックを開催する
　という考え方は判断を誤る。
　この状況では、東京で安全にオリンピックを
　開催できないとIOCに伝えるべき。
・中止になった時の違約金、
　都としてお金を出すという事はない。
　中止になった場合は、
　民間の保険をかけている。
　確認済みであり、大型イベントは
　損害金を支払う保険に入っているので
　中止になっても安心してほしい。

【１５兆円のプランで
    都民の生活を底上げ】
・まずは全都民に１０万円を給付
・中小零細企業に個人事業主に前年との
　マイナス分の事業収入を補填。
　
総務省とその財源の部分が大丈夫か
という事を確認をしていた。
東京都として２０兆円以上の資金を
調達可能とお墨付きをもらった。
この１５兆円をもって底上げ。

『We Will Rock You 』
QUEEN
古い曲が好き。

若い子からは、山本さんの好きな曲は
懐メロですねとよく言われます。

どんだけ疲れていても、
演説の為舞台に上がらないといけない時に

良い音楽を聴くと気分が高まる。

【コロナを災害指定する】
住まいや職を失わずに
給付をもらえるようにする。
１５００万人の都民を守る為に、国に求めていく。
国からお金が出なかったら都としての独自の
資金調達をしていきたいと思う。

いろいろな方の政策を見てほしい！
私は、２月から６月までの
コロナでの損失を底上げする。
体力を回復ないまま
第二波が来てしまったら
もっと多くの人が、倒れてしまう。
大胆に底上げしていく。
私はコロナウイルスを災害と呼びますが
誰のせいでもないコロナ災害で
多くの方が受けた損害は、
国がやらないなら東京都がやっていく。
その思いです。

小池ゆりこ
（無所属・現職）

【第２波に備える】
・東京版CDC（疾病対策予防センター）創設
・PCRほか各種検査体制の強化
・重症・軽症患者の医療体制の整備
・医療従事者へのサポートを強化
・オンラインでの学習、診療、
　行政手続きのオンライン化
・テレワークの定着、制度化等

都民の命と健康を守りながら、
経済との両立を図る。

【簡素化して安全に実施】
多くの子供たちが楽しみにしている大会。
安全安心な大会にする。
簡素化し、
国民、都民の理解が得られるよう
色々な工夫をしたい。

【稼ぐ東京の実現】
デジタル化により東京の経済を「新しい成長」へ
・テレワーク・時差通勤の定着・制度化、
　サテライトオフィスの整備推進
・オンラインでの学習環境の整備

【賢い支出】
任期中に、事業見直しを行った結果、
約3500億円の財源を確保した。
今後も聖域なき事業の見直し、
組織再編、外郭団体の統廃合等を行う。

【人が輝く東京】
子育て、教育、健康・長寿、防災を強化

『We are the Champions 』
QUEEN

クイーンが好き。
都民のみなさんをチャンピオンにしたいという

想いで選びました。

【子育て】
任期中に待機児童を７割削減した。
より子育て環境の改善に取り組みたい。

【５G】
デジタル化を爆速で行い、
東京の経済を立て直す。
国際金融都市力の強化、
次世代通信基盤「５G」の整備を行う。

自分の夢が実現しやすい
東京を作っていきたい。
東京の未来は都民が決める。
みなさんの夢が
実現しやすくする東京を
作ろうとしている私に
一票を投じて頂きたいと
思います。
お願いいたします。

宇都宮けんじ
（無所属・

立憲民主党

共産党

社民党推薦）

【PCR検査の拡充】
日本のPCR検査数は
OECD（経済協力開発機構）加盟国
36か国中35位。検査が非常に少ないため、
無症状の感染者は把握できない。
安心して外出もできない、経済活動もできない。
検査体制を抜本的に強化することが
第２波、第３波に備える上で重要。

【中止の方向】
感染症対策の専門家や
WHO（世界保健機関）が来年の開催を
困難だと判断した場合は、
積極的にIOC（国際オリンピック委員会）に
働きかけ中止をさせたい。
中止になったことで浮いた予算は
コロナ災害で苦しんでいる都民の救済に充てる。

【貧困問題の改善・解決】
・カジノ誘致の中止
・学校給食の無償化
・都立大学の半額化、将来的には無償化
・都営住宅を新設して住まいを提供・家賃補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

『ファイト！』中島みゆき
　

サビの歌詞に感動する。
私が取り組んできた問題は
当初誰もやらなかった問題。
最初はたった一人だけど、

この曲は、正しいと思ったことをやるという人に
向けた応援歌だと思う。

今回の選挙も一人で決断し、
出馬・立候補したが、

支援の輪が広がってきている。
自分の信念を貫くと理解者が現れると

信じている。

【現場の声を聞く】
都民や市民区民のどんな小さな声にも
耳を傾けたい。
現場に足を運んで直接話を聞きたい。
その上で、都の政策を考えていきたい。

選挙権は、
主権者である国民の重要な権利。
新型コロナによって、
政治に関心がない人も
生活にさまざまな影響が出たと思う。
政治と
一人ひとりの生活は繋がっている。
その一票で
世の中を変える力がある。
選挙の主人公は有権者。
諦めずに、選挙に行って、
権利を大切に使ってもらいたい。

小野たいすけ
（無所属・

日本維新の会推薦）

　

【経済政策・
    特に経済の早期再開】
科学的なエビデンスに基づき、
特定業種に絞った規制と
従業員を中心とした補償を実施しつつ、
経済活動を再開させる。

【医療政策】
第２波、第３波の感染拡大に備えて
都内に新型コロナICUセンターを整備し、
重症患者への十分な対策を講じる。
また、現場のIT化の徹底、
区の保健所の支援と
東京都との情報共有などを通じ、
明確な指標と数値目標を設定・公開する。

【確実な開催を目指す】
2024年への延期も視野に入れ、
IOC等と再交渉を行い、
十分な感染症対応の時間を確保しながら、
確実な開催を目指す。

【ウィズ・コロナ、
      ポストコロナの
　　　　　　経済成長戦略】
「夜の街」の風評被害を払拭した上での
ナイトタイムエコノミーの推進、
公営事業の一部民営化、
特に都営地下鉄と東京メトロとの一元化、
プロセスに細心の注意を払いながら、
IRの積極的な誘致、など

『紅蓮華』LiSA
　

選挙戦の前、息子と一緒に
鬼滅の刃のアニメを見る事が

日課だった。
強い相手に立ち向かっていくような感じの

テーマで合っていると思う。

【情報公開の徹底】
小池都政のブラックボックスとなっている
政策意思決定過程について、
情報公開を徹底させる。
また、小池知事が頑なに拒んできた
同性パートナーシップ条例を制定する。

前代未聞の危機でありながら、
この選挙でなにも議論されないまま終わるのを、
私は一人の国民として、
そして、東京に生まれ、長く住んだ者として、
行動しないわけにはいかないと考えました。

新型コロナウイルス感染症で
最も経済的打撃を受けたのは、
現役世代の方々です。
この危機を、データに基づき科学的に、
そして経済・社会問題解決の視点も入れて
乗り越えなければならないと考えています。

現役世代の皆様の
すべての票を私にください。
よろしくお願いいたします。

立花孝志
（諸派・NHKから

 　国民を守る党首・

ホリエモン新党）

【しっかりとした補償】
イベント関連などの
娯楽産業の方々への補償を行う。

【過度な自粛しない】
第2波が来た時は、過度な自粛をせず
感染リスクの高い高齢者を優先に、
段階的な自粛で
経済への影響を少なくする。

【２０２２年、
　２年後の開催を目指す】
経済的負担は都としてはしない。
北京（冬季）・パリ（4年後）にも
影響は出るはず 都だけの問題ではないため、
大声では言わない。
2年後開催がかなわなければ中止も。

【少数派の意見を聞く】
・NHKの受信料問題。スクランブル放送化。
・満員電車の緩和

江戸城の再建や大麻の解除など
時間のかかるものもあるし、
実現できないかもしれない。
でもチャレンジをすることが重要。

『欲望の街』竹内力
映画「難波金融伝 ミナミの帝王」主題歌。

カタギか裏社会の人間か
わからないような印象を持たれがち

いろんな敵を過激に排除していくイメージ

【言うだけじゃなくて、
　　　　　　　　　　　　やる】
NHKの集金には東京都では動けなくなる。
本当に年金も払わなければいけないのか、など
少数派の声を大事にして
がんがんやっていきます。

政治というものは、
若者を迫害している。

20代の方は東京都知事選に
立候補すらさせてもらえない。
若者が税金、年金を払うも、
本当に将来返ってくるかもわからない。
払いたくない、必要ないという声が、
いわゆる高齢者の政治家によって
潰されている。
それをぜひ知っていただいて、
政治や選挙に参加してほしい。

ごとうてるき
（諸派）

【過剰な自粛はしない】
弱者と基礎疾患者を保証付きで隔離します。
隔離するかは自由です。
あとは自己責任です。
一握りの人達のために全体を制限するのは
悪質な独裁国家がやる事です。
医療崩壊は、コロナ患者を年齢などで
制限すれば崩壊を防げます。
僕はスウェーデンのように集団免疫派です。
ベストを尽くして、それで死んだら
それが寿命です。運命です。
コロナはオンライン化させたい連中の
陰謀論です。
コロナで恐怖政治やらなくても、
俺様がオンライン化させます。

【ネットを駆使し最小限で
　　　　　　最大限の開催】
復興五輪を兼ねて、本来は東北オリンピック
パラリンピック開催をしたかったので、
東京オリンピックパラリンピックは
大反対でしたが、
世界から日本が舐められているのも癪なので、
必ず開催します。ネットを駆使して
最小限の費用負担で
最大限の利益を上げます。
世界から選手が来ないなら、
日本人がメダルをとる大チャンスです。

世界一の
AI・IT都市にします。
AIを副知事にします。

『WILL』Lastier
頭に降りてきて、なんとなく

正直、本音、進取の氣性。
お前らの自由に選べ。
それが選挙だ。

沢しおん
（無所属）

【分かりやすく明確な
　　　感染防止策の提示】
感染の特徴（接触、飛沫）に関して、
「この行動は、こういうふうに手が触れますから
感染の可能性が高い」
「この行動は、感染しそうですが、
ここに気をつけていればほぼ安全です」
という事例を大量に提示して、
都民が参照しやすくすること。
「距離を取れ」「家にいろ」の号令で
すべての人が、生活上の行為に応用したり
翻案して活用したりをできるとは
限らないからです。

【簡素化と安全な実施】
人の命の輝き、体力と健康、
その象徴をみなさんが
目の当たりにすることで、
生きる活力を打ち出したい。
他人に感染させない観覧や、
海外からの選手人・観客を
どう安全に迎え入れるかについては
開催判断（中止判断）に時間をかけない分、
すぐ検討と実装（スタジアムの改造など）を
見積もって着手したい。

【20年後を見据えた
　『最強都市東京』の
　　　　　　　　　基盤づくり】
20年後に東京が明るい年であるために、
若者がたくさんいなければならない。
「少子化対策」をすぐにでも始めたい。
少子化対策は、若い人の晩婚化の問題を
解決することで、
その為には、雇用・賃金の問題解決、
育児や協力環境の問題解決、
適齢期、不妊治療や医療の充実など、
たくさんの要素を組みあわせなければならない。
それぞれターゲットを定めて、
地道に解決してまいります。

『インフルエンサー』
乃木坂４６

これを聴くととにかく気合いが入ります。

政治や事件を
自身のアピールに
用いない。

若い人はとくに、
自分たちの未来のために投
資をしてくれる人を
選んだほうが
よいかと思います。

市川ヒロシ
（諸派・

庶民と動物の会代表）

【検査・感染拡大の防止】
順次、PCR検査
私自身、ディスコイベント等
ライブハウスうやホテル等を貸し切り、
イベントをやっているので、
消毒、検温を２つ徹底的に。

【中止】
世界的な天災の為、有無も問わず。
早く決断しないため
→やるのも地獄・やらないのも地獄
→ココが問題

【動物虐待・児童虐待】
早急に東京23区、
都下の青パト（市民パトロール）に
啓発防止のアナウンスいれる

【寄付金募集・配布】
都が音頭をとり、各TV局で寄付のCMをして
寄付金を1か月単位で締めて
その金額を小さなお店・母子家庭・小規模事業者
に順次配布

『Training Montage』
（「ロッキー4/炎の友情」サントラ）

（高田延彦のテーマ）

悲そうな決意でいどむ私にはピッタリ。

お金をかけないアイデアで
活性化させる、実行する。

庶民と同じ目線の
市川ヒロシ

ないとうひさお
（無所属）

【検査増・受け入れ強化】
・医療崩壊防止のため、検査数を増やし
軽症者や無症状感染者を
貸し切ったホテルに収容して治療し、
重症者のみ病院で治療する。

・公営の人材派遣組織を開設し、
失業者やひきこもり者を受け入れ
ベーシックインカム的に
最低賃金と食事を保障する。

【追加増額の負担しない】
IOC・JOCの決定に従うが、
費用負担については1年延期となったための
増額分は払わない。

【食料自給率の向上】
・地産地消、
　地元農家の農作物を率先して食べる。
　その事により生産者は安心して生産でき、
　消費者は新鮮な食品を食べる事ができ、
　自給率向上につながる。
・都の農林水産業の振興及び他府県へも
　人材支援を行う。

『TRUTH』
THE SQUARE
F1のテーマソングだった曲で

パチンコ屋でも良くかかっていた。

未来の東京を考えながら
それを目指す。
・環境先進都市
・防災都市
・命を大切にする都市
・東京一極集中の緩和

私達今の大人は、
「次世代に
よりよい社会を残す」
という責任を1人１人が
負っていると考え、
その為の人選を
して下さい。

【未回答】※届け出順
▽七海ひろこ（諸派・幸福実現党広報本部長）▽桜井誠（諸派・日本第一党首）※回答を辞退▽込山洋（無所属）▽竹本秀之（無所属）▽西本誠（諸派）▽関口安弘（無所属）▽押越清悦（無所属）
▽服部修（諸派）▽さいとう健一郎（諸派）▽石井均（無所属）▽長澤育弘（無所属）▽牛尾和恵（無所属）▽平塚正幸（諸派・国民主権党首）

※アンケート・電話インタビューについて
２０２０年６月１９日～２２日に候補者全員にメールまたは郵送で協力を依頼。６月２６日（金）AMまでにFAXやメールなどで回答があった候補者を掲載しています。
山本候補・小池候補・宇都宮候補・小野候補・立花候補には６月２３日～２６日でそれぞれに電話取材を実施。その内容を掲載しています。


