
１　前首相や派閥の力、強すぎる
媚び媚び半端内閣（20代男性）
この一年、内閣側に入っていなかったとはいえ、自民党として与党政権にいたのに、菅さんに何を
言って、何をしたか。全く何もしてないとしか思えない。例えるなら、傾いた会社の立て直しに、前経
営陣の人が就いて、会社を立て直します!!と言ったところでお前はこれまで何をやっていたんだ！
としか思えない。総裁選の動き、組閣人事をみても全く期待出来ない。（30代男性）
名ばかりの首相に思える（30代男性）

高齢議員に忖度しすぎ。話にならない。（30代男性）

多少期待したが、演説もコロッと意見変えるし、大臣の顔ぶれ見てがっかりしました。 派閥を気に
される人に政治は変えられない！！（30代男性）

さまざまなメディアで紹介される内容を見ると、人柄はいいのかなと思うが、逆に3Aにうまく利用さ
れて政治自体は代わり映えなく進んでいくと思うと面白くない。麻生さんは81歳だけど、いつまでそ
の座に居座るんだろう。派閥というものがあると、このままずっと若者は政治に関心を持ちづらい
のでは？正直、わたしも選挙に興味ない。結局は政治家が政治家を選ぶ結果になっているのを変
えてほしい。本当に日本をよくする気持ちがあるのかな？私は総理大臣には河野さんを推してた
けど、野田さんも応援していた。岸田さんの原発賛成派なところと、女性天皇反対派なところが気
に入らない。（原発は100%安全な管理ができるならいいが…）森友問題もちゃんと調べることにした
ら、まだ国民は見る目が変わると思うんだけど…。赤木さんのことは何も知らないけど、人が1人自
殺に追い込まれてる問題に、真摯に向き合わないのに、国民のために活動なんかできるのかな？
何もかも変わらない。（岸田さんに限った話ではなくなってしまいました）（30代女性）

発言に説得力が感じられず、他の強い政治家の言いなりになりそうだと感じました。結局今までと
変わりそうにありません。（30代女性）

結局自民党で力のある人の言うなりになるしか無い。（40代男性）

3A内閣　（40代男性）

安倍 麻生 甘利の傀儡政権（40代男性）

安倍元首相のような政治はやめていただきたい。（40代女性）

結局、派閥。 残念です。 国民に全く耳を傾けていない。 派閥がなくならなければ、良い国にはなら
ない。（40代女性）

安部の影響力がかなり働いている。 大きく変わらないと思う。（40代男性）

麻生太郎だけは切るべきだと思う（40代男性）

内向きな与党内政治の産物。 ラッピングを変えて人気取りの政策を語っても与党の土台で担がれ
る"神輿"。（40代男性）

安倍麻生の傀儡政権（40代男性）

結局年寄りと何となく女性選んでおけば平等でしょ？とみえみえの忖度人事 国民の声は聞こえて
いないようです 今度こそ幻滅した 相変わらず人数ばかり多くて税金の無駄遣い 年寄りばっかり
他の国から笑われてるのにも気づかない（40代女性）

甘利さんはないわ。（40代女性）

実行力のある河野さんを入閣させないのは、日本のことを考えていないと思う。 派閥を向いている
ので、外国人投資家が日本から離れてきた。（40代男性）

本当に全員野球で適材適所ならなら、こんな派閥のバランスが取れてるのは不自然では？ 3Aに
忖度しない強い意志が認識できれば、支持したいと考えています。（40代男性）



岸田さんの堅実なお人柄を伺い、以前から総理に相応しい方なのではないかと期待していまし
た。 しかし、あまりにも安倍さんや麻生さんに気を使った人事にも見えるので、岸田さんの独自色
が出せないのではないかと懸念しています。 新内閣は、知らない方が多いので、期待半分不安半
分です。（50代女性）

安倍、麻生重鎮が裏で政治をやるのは国民は分かっているので安倍政権時と変わらない（50代男
性）

結局3Aの支配下に置かれた駒。無難に任期を終えて、子供の道筋を作る事を考えているのでしょ
う。 自分だけ良ければ他人の事なんてどうでもいいと思っている、普通の職業政治家さんの臭い
がします。 今のだらけた将来のない日本で、国民は苦しんでいます。 自分達さえ良ければいいと
の思いは辞めて欲しいです。昔の「でもしか先生」の様な利権を望まない真摯なリーダーが出てき
て欲しいなと。（50代女性）

麻生を副総裁にしたことで落胆した国民は多かったと思います。（50代男性）

二階氏を追い込んだのは大賛成ですが、安倍、麻生に忖度し過ぎでは？ そこが残念（50代男性）

3Aと言われる人達に忖度してはダメでしょ、この人達に睨まれて自分の考えが正しいと、国民の為
に、と思ってもそれが出来ないのなら誰が首相になってもなにも変わらない。（50代男性）

思ってた程改革は出来なかったのが残念。岸田さんを推してた民間人もガッカリしてます。所詮日
本は変わらないと国民が認識しました。選挙があっても結局今後は投票に行かないという人が増
えるでしょう。海外みたいに国会議員はボランティアみたいに議員所得を無くしたら本当の議員が
出てくるのでは？ご機嫌伺いの議員？首相？ため息しか出ない（50代男性）

新しい風を吹かしてくれそうで、期待してますが、麻生さんには期待したいないので、それが残念
です。（50代女性）

漠然としたスピーチはダメ 安倍、麻生の忠犬ハチ公的な内閣 これからの世界の中で日本の方向
性が明確でない。 原子力や医療改革の明確な政策の方向性無し、日本が世界の中から取り残し
の可能性高い（50代男性）

社長だけど、会長に頭があがらない みたいで期待できない。（50代男性）

国民への説明責任がまるでなっていない 私腹を肥やすことばかりの安倍、麻生の後ろ糸引が見
えるので期待感がまったく持てない。自民党は変わるべきだ。（50代男性）

①防衛をふくむ国際関係で日本の意見をきちんと表明してほしい。遺憾表明では相手に伝わりま
せん。 ②自分の政策を実行してほしい ③そのためには、次回の組閣時には安倍・麻生の影を消
してほしい（50代男性）

安倍さんの操り人形（60代女性）

当初の公約より後退した感じがします。 その為、結局ほ安倍、麻生そして菅内閣の継承に過ぎ
ず、与党安定のなかで改革を期待し河野、高市候補を応援しましたが残念です。（60代男性）

安倍晋三、麻生太郎の影が見えた政権には期待できない。（60代男性）

社会に出たことのない坊ちゃんが聞く力を持って安倍麻生の言うことを聞くだけの操り人形と思い
ます。子供たちに自民党内の石破氏や河野氏に対するいじめをどう説明すれば良いですかね。
（60代女性）

安倍　麻生の陰が強すぎて自分の思う政策が出来ないのでは！（60代男性）



安倍 麻生の 操り人形 話にならない 何も変わらない 何で 総理は 変わるのに 副総理はかわらな
いの？変でしょ？（60代男性）

海外に弱い！と思う。身内が何人か中国に進出していてるので関係がどうなの？疑問！？あまり
信頼出来ない！甘味、麻生の顔ぶれも！？（60代女性）

安倍、麻生の言いなりでしかない首相では国民の為の政治は期待出来ないし、 今の国会議員の
誰がなっても同じと思います。 今の日本は上流階級の人だけがいい思いをするような仕組みに
なっているし政治家がそういう仕組みを作り上げてるから。（60代男性）

権力者のご機嫌を取るようなら辞職して欲しい。（60代男性）

麻生副総理には失望した（60代男性）

今までに無い岸田さんの強い演説を聞いて少し期待したが内閣の顔ぶれを見て がっかりした。何
も変わらない。（60代女性）

不正に目をつぶらず、子ども達に胸を張って希望を語れる政治を進めてほしい。 上ばかり気にし
てそんたくだけが飛び交うようでは恥ずかしくないか。（60代女性）

河野さんに対する降格人事に憤慨している。（60代男性）

忖度政治で何ができる！？ 政治屋のための政治しかできない輩にドラスティックな改革は期待で
きない。 さらに借金を作って人気取りばかりするのは今までと何ら変わっていない。 これまでと同
じく期待できない政治、本当に国民のことが分かっていない諸外国には風見鶏政治で期待できな
い。（60代男性）

安倍、麻生等の濁り政治から脱却できないのかと感じます。 高所得者の累進課税の強化、低所
得者の支援、国民一律給付金は意味ない。真に困った国民に給付金を出すこと。税金の無駄遣
いは止めること。政治家の人員を減らすこと。年金積み立て方式は話しにならない。GPIFの適正
運用を含め強制適用事業所の徴収強化を実施すること。（60代男性）

あれだけ変わると言っていたのに、顔ぶれが。国民の声を聞いて、じゃなくて、長老の声を聞いて
だね。（60代男性）

真面目そうだが、安倍、麻生さんの言いなりになりそうで心配している。（60代男性）

安倍、麻生の御用聞き内閣としか思えない。（60代男性）

衆院選の結果、自民が大敗すれば、短命に終わると思う。単に、二階の支配から安倍、麻生支配
に変わっただけの内閣。（70代女性）

安倍菅直系の首相で、内閣の顔ぶれを見ても、安倍菅の傀儡であることが明らか。原発、核兵器
禁止条約、辺野古の基地建設、改憲、権力の私物化疑惑の解明等々、まったく代わりばえしな
い。期待できない。（70代男性）

安倍晋三元総理の傀儡政権（70代男性）

安倍政権の影響か強く反映しそうで、期待が持てない。（70代女性）

表の顔は岸田だが、全て裏での権力者は 3A! 変わらなければ行けない時に、いつまでも、旧態依
然の自民党には愛想つきた！！ 特に 麻生太郎には ヘドが出る。（70代男性）

隣に麻生がいるのが気に入らない（80歳以上男性）



２　信念を貫いて、自分の色を
安倍氏と麻生氏の顔色を窺うような政治はしないでほしい。政治家とは政治家以外の国民のため
にあるべきである。それと、個人商店や飲食店への滞った給付金をすみやかに支払うこと。（20代
女性）

色々な官僚からの圧力に日和らずに突き進んでほしい（20代男性）

期待しています！！ 安倍さんと麻生さんの操り人形と言われないような、岸田さんらしい手腕を発
揮していただきたいです。（30代女性）

色々な問題が山積しているが、信念を持って頑張って欲しい。 （30代男性）

自分がトップになったなら、命を賭けた熱い演説でもして国民の支持を受けて欲しい。でないと誰も
ついていかない。媚びずに筋を通して頑張ってください。（30代男性）

安倍元首相、菅元首相の政策を踏襲しながら、岸田首相ならではの目線での改善策を見出して欲
しい。 外交においては中国に対してどのような対応をするのかが特に気になる。（30代男性）

とにかく的確な判断を迅速に 先輩方に左右されるな 二階さんみたいな方に振り回されるな（40代
女性）

派閥や自民党ではなく、国民の方を向いて、必要な政策を進めてください。（40代男性）

安倍さん、麻生さん達に流されないで自分の意思で行動してほしい。（40代男性）

安倍と麻生のイメージを無くして、岸田さんの色を出して下さい。（40代男性）

見た目上過去政権の重石はなくなったので、無難にそして過度に文句だけ言う人達や党の実力者
に配慮し過ぎずにやってくれればいいと思う。（40代男性）

安倍、麻生、古株自民党に流されるな！！（40代男性）

周囲に流されず本人の意志を持って頑張ってほしい（40代男性）

派閥に負けず、信念を持って正義を貫いて頂きたいです。（40代女性）

派閥にとらわれない、国民目線の政治を望む（40代男性）

麻生氏などの影響を受けずにやるべき事をしっかりとやってほしい。（50代男性）

安倍、麻生との決別、それしか自民党がかわる道はない。（50代男性）

派閥争いや忖度より国民ひとりひとりの顔を思い浮かべて国民のための経済が戻るような政策を
お願いします。（50代女性）

安部氏、麻生氏の意見を聞きつつも いいなりには、ならずに自分の政策を行って欲しい。（50代男
性）

麻生、安倍の操り人形にならないでほしい。  （50代女性）

自民党内の年寄りの意見を聞いたり、頼ったりしないで下さい。（50代男性）

安倍さん麻生さんなど古株と対立するのではなくを古株をうまく利用して岸田首相独自の色を出し
て欲しい（50代男性）

党の重鎮、派閥の力にとらわれずご自身のお考えを全面に出し、国民が理解しやすい国政を行っ
て下さい。（50代男性）



自分のやりたい事をやってほしい （50代男性）

現在の気持ちを持ち続けて欲しい。（50代女性）

また同じだなって感じにならない様にして欲しい。自分のやり方をある程度貫いて欲しい。（50代男
性）

やりたい事を思いきってやってほしい。（50代男性）

しがらみなどかまわず正しいと思うことなして欲しい（50代答えない）

周りに翻弄されず　自分の信念を持ってやって欲しいです（50代男性）

コロナ禍で先の観えない時代ですが何もしないでは国家は衰退するだけです。 短命政権になるや
も知れませんが是非ご自分のカラーを存分に出して頂きたいと思います。（50代男性）

安倍、麻生の影を払拭して、開かれた政治を目指してほしい。（60代女性）

操り総理に甘んじるなら未来はないと思う。長期政権が生み出した膿を洗出し国民の前に示し己
も一端を担いでいた事を反省しまともな為政者となって頂きたい。（60代男性）

安倍・麻生の影響を排除しご自分の思う政治を早く実現して欲しいものです。（60代男性）

派閥にとらわれず、信念を貫いてほしい。国民に説明責任を果たしてください。（60代男性）

3A傀儡政権と言われているが、本当はどうなのか見極めていきたい。 風通しの良い政権を期待し
ます。（60代男性）

安倍、麻生の傀儡になるな！ 安倍とは正反対の嘘のない政治を望みます。（60代男性）

安倍・麻生の元総理に振り回されず、国民の意見を聞く岸田さんになってください。（60代女性）

安倍と麻生の操り人形のような総理になるな！（60代男性）

安倍晋三、麻生太郎の顔色を伺うのではなく、国民の方を向いた政治をしてほしい。（60代女性）

自分の政策に自信をもって頑張ってほしい。（60代男性）

自分の信念を曲げずに政務に当たって欲しい。国民への説明を分かりやすくかつこまめにして欲
しい。（60代男性）

様々な声を聞いたうえでブレない政策を貫いて欲しい。（60代男性）

独自の考えに自信を持って政策を進めてください。（60代男性）

思い切って自分の政策を実行して欲しい。（60代男性）

派閥に気を使わずに国民を守る政治をしてほしい（60代男性）

自分の色を出してもらいたい。（60代男性）

人柄は信頼できると思うが、安倍、麻生の影響を排除できるかが鍵だと思う。（70代男性）

信念を通してほしい。（70代男性）

雑音に惑わされないで、しっかりやればいい。（70代男性）

信念貫き通して強気で国政にあたって欲しい。（80歳以上男性）



３　森友・加計学園問題は再調査、疑惑の解明を！
安倍元総理の森友、加計学園、桜を見る会の問題などがうやむやになっていると感じてしまい、そ
の派閥の人間がトップになったところで何も変わらないと感じてしまいます（20代男性）

安部元首相の説明責任を果たしてほしい。 岸田首相が話されていた、議員任期の事に加え全て
の議員が長期任期にならないように、若い議員の話しも受け入れて少しでも…コロナ収束と経済
活動の両立を、していただきたいです。（30代女性）

安倍首相時代の自民党の不正を精算してほしい（40代女性）

モリカケ再調査（40代男性）

過去の安倍さんの明らかな汚職問題を調査せず、丁寧に説明すると言ったり、あれほどの問題を
起こした甘利さんを幹事長にするなど忖度ばかりで高潔さを持たない岸田さんは評価出来ない。
見るべきものは自民党内ではなく日本を国民をもっと見てほしい。（50代男性）

志は立派だが、結局、安倍や麻生に押しきられて何も変わらない気がする 立候補の時点から、森
友加計の追及で発言がぶれたので、こんな程度かと鼻白んだ国民は少なくないはず 信頼を勝ち
取るには、行動と結果しかない（50代男性）

安倍元総理の問題点を解明してください、もりともがくえんや同級生の四国の大学の件、 （50代男
性）

森友問題についての方針転換で、信用できないと思った。（50代女性）

まだまだ不透明なお金の問題を明確にしてほしい。 特に安倍さんのはきっちりとするべき！ 誰が
みてもおかしいでしょう。（50代女性）

全く政治をかえる気がないメッセージを伝えている。コロナ対策や、五輪強行、モリカケなど検証す
べきでは。（50代女性）

本当に国民の声を聴けるのか、はなはだ疑問。 森加計桜や河井選挙資金疑惑その他、きちんと
追及するべきだが、できるのだろうか？『キングメーカー』気取りで安倍氏が力を持っていること自
体、自民党には全く期待できないと感じている。（60代女性）

前首相、前前首相の顔色ばかり見て自分の意見は無い施策の実施しか予想出来ない。悪い事を
した前前首相をろくに調べもせず、悪い事をしたと思われる人達を内閣？に大臣にいれ、何処に
正義、透明性のある内閣と言えるのか、はなはだ疑問が残ります。悪い膿は、早く出してほしいで
す。岸田内閣には、少しも期待は持てないです、汚職事件をお越したか怪しと見られている人て十
分に説明もされていないひとを大臣に任命するなんて、 欄外です。これをきつぱり、切らないと岸
田内閣は、前内閣より、短命になると私は思います。首相が説明は十分にしたと判断しても、多く
の国民が不十分と思っているならば、説明を放棄するのでは、なく、ちゃんと国民に説明をすべき
であると私は、思います！（60代男性）

内閣の顔が変わらないので期待が持てない。以前の議員の不祥事を解明しない内閣わ期待が持
てないし支持もできないです金をばらまき選挙に勝とうとする気持ちが気に入らない。国民感情を
考えろ。（60代男性）

森友学園の再調査（60代男性）



森友問題を追求しないのはあり得ない（60代男性）

公文書改ざん、1.5億円の件、北朝鮮拉致問題を解決する姿勢を見せてほしいです。  （70代女性）

安倍時代の疑惑は解明してほしい！（70代男性）

石破氏の入閣を期待していたが、残念。森友、桜を見る会等の説明責任を果たす事。政治家は常
に公平、公正であっ欲しい。（70代女性）

派閥バランス重視の内閣で,それぞれの親分のご機嫌取を損ねないよう閣僚を配置した。安倍菅
時代の矛盾や嘘を国民の期待に応えて解決は出来ない。  日本の政治、モラルまた国民の活力
の地盤沈下が回復することは望めない。この様な代議員を選んで来た国民の責任、メディアの弱
さを問題と常に考えている。（70代男性）

大企業の内部留保の削減 弱者の救済　 安倍内閣の検証 （70代男性）



４　自民党改革、政治改革
自民党をまとめ直す人財になっていただきたいです。（20代男性）

内閣人事からして期待できない（30代男性）

当選回数が比較的少ない人間を閣僚に抜擢したことは評価する。 年寄りはいらん（30代男性）

もっと若手の新戦力、ダイバーシティに重きを置いて欲しい。 北海道や大阪の知事のような世代
にもっと出てきてもらいたい。 要職への女性の参入、天皇継承問題など見ても日本の体制が古い
と感じる。（30代男性）

赤化、左傾化した自民党を中道に戻して下さい。（40代男性）

国会議員の65歳定年制を導入して欲しい。（40代男性）

国会議員の政治資金 政治献金 政党助成金および官房機密費など課税されないお金を無くす必
要がある。今の状態はまるで年貢を納めているのと同じである （40代答えない）

自民党をまともにしてほしい（50代男性）

若手の議員をどんどん起用してください。（50代男性）

自民党の改革（60代男性）

自民党改革が出来ますか出来なければ早く政権いこうをしてください（70代男性）



５　新型コロナ対策や支援策
飲食以外の業種にも経済支援をお願いします。（20代男性）
コロナと共存するという方針を明確にして、経済活動の再開を推進して欲しい。 中国に対して強硬
姿勢をとり、欧米と足並みを揃えて欲しい。（20代男性）
菅内閣の政策もしくは反省を生かして今後もコロナ対策を徹底してほしい。（20代男性）

コロナで困窮してる人が多いので給付金を配布して下さい！（20代男性）

コロナ、経済活動を両立した政策をお願いします。外交に関しては中韓に対する毅然とした対応を
お願いします。 また、科研費を増やす、博士含めた研究者への支援も手厚くするなどして欲しいで
す。研究費集めに教授が奔走する現状は本当に意味がわかりません。日本が生き残る為にも基
礎技術、先行技術研究に集中できる環境作りを強く希望します。  あと、コロナ対策等で厚労省は
じめとした官僚の方々にかなり負荷がかかっていると思います。人員増などで負担下げていくのは
厳しいでしょうか。（20代男性）

岸田さんになってくれて良かった。 前になにかの番組でお人柄を見ていたいいなと思った。すごく
真面目な方ですが、世の中を変えたいという思いは伝わってくる。結果はどうなったとしても、まず
は政策を前向きに実施する行動力や、たとえそれが失敗だったとしても素直に失敗を認め改善で
きる力がほしい。政治家の方は頭が良くプライドが高いのか、失敗を恐れる人が多すぎていつも口
ばかりな方が多い。 人として国民を動かす力を期待しています。   また、若い世代かつ医療者の
私からすると、コロナ禍を頑張ってようやく支給されたボーナスから2割もの税金が引かれるのは
非常に萎えました。 ボーナスから税金を引くのをしばらくやめて欲しい。購買力が下がるのと、や
る気が無くなるので。（20代女性）

コロナウイルスを何類に再定義を行うのかをはっきりさせてほしい。 それによって医療現場の対応
も変わる。（20代男性）

医療、介護、保育に従事する人たちの給与を上げるという政策は実現をしていただきたい。（30代
女性）

あまりコロナを恐れず、海外のように経済活動もっと活性化してほしいと思っております。 税金が
下がり、賃金は上がれば嬉しいです。（30代女性）

コロナ対策はもちろん、外交に期待したい。（30代男性）

特に、コロナウイルスの指定感染症の分類下げを行なって欲しいです 5類、もしくは指定外でもい
いくらいの感染症です 病気としての害より、新型インフル等に分類されている事の弊害が大きす
ぎます（30代女性）

まずはコロナ対策、そして経済対策をしっかり頑張っていただきたい。（30代男性）

人に流されることなく、政治をしっかりやってほしい。 コロナ対策も後手後手にならないように先に
対策を考えてほしい（30代女性）

コロナで瀕死の重症です。 再度、持続化給付金を自営業(100万円)と中小企業(200万円)に出して
ください。 飲食店だけが苦しいわけじゃない。 その他の業種の方が多いです！（40代男性）

コロナの封じ込めを優先で政策を進めて欲しい。　経済との両立は基本的に難しいと思います。
（40代男性）

コロナ対策と経済対策と若者の働きやすい環境（40代男性）

コロナで停滞した経済活動を活性化させて欲しい。（40代男性）

コロナで生活保護にまで落ちぶれてしまった方への打開策を何とかして欲しい。 子育て世帯や若
い現役世代に絞らない全ての人に一律給付をお願いしたい。（40代男性）



コロナの影響は大きすぎる 昨年度年収200万近くダウン 残業やインセンティブ、賞与なしなど 給
付金は確かに助かったが、不足分に全く足りないのに経済活動に使えるわけがない。（40代男性）

感染対策を両立した経済活動 テレワーク社会の模範例を実践できる社会（50代男性）

内閣人事や支持率よりコロナ対策と経済活動に力を入れるべき（50代男性）

コロナ対策と中国と北朝鮮の脅威の対策に全力を尽くして欲しい。（50代男性）

しがらみにとらわれずに政治改革を進め、コロナ対策にも積極的に手を打って欲しい。（50代男性）

ワクチン接種で亡くなった人 副反応で苦しんでる人 副反応が出た人 全て開示してほしいし いつ
のまにか法案を通したりして 国民を欺かないでほしい 芸能人を議員にするのはやめてほしい（60
代答えない）

コロナ対策に重点を置いた政策をして頂きたい。（60代男性）

新型コロナ 拉致被害者（70代男性）

小さい宿泊業に手厚い援助金を出して下さい。借り入れ金が底がつきました。（50代男性）



６　金融、財政、経済対策
成長と分配の好循環と訴えているが、成長戦略が見えない。経済成長が十分でない中で、分配に
重きを置いて良いのだろうか。中長期の具体的な成長戦略を示してほしい。（20代男性）

脱新自由主義、頑張ってほしいです。（20代女性）

金融所得課税は累進課税制度にしてほしい。（20代男性）

経済・防衛の分野を特に強化して欲しい（20代男性）

積極的な財政出動による景気回復策の実施、および科学技術への投資による将来への種まきを
進めて欲しい。（20代男性）

経済政策（新自由主義）に期待 富の再分配と経済成長の果実育成（20代男性）

新規国債発行での経済促進を期待します（20代男性）

とにかく経済対策を（30代男性）

国には使えるお金があるのに国民を騙してお金が無いと言ってるのはどうかと思う。。。コロナ対
策でお金が回って来ず自殺、廃業、クビなど色々なっているのだから早急にお金を回すべき（30代
男性）

財政規律主義をやめて、大規模な財政出動による景気浮揚を目指してほしい。（30代男性）

経済を立て直してほしい（30代男性）

経済政策、若い世代の子育て支援を期待したい。（30代女性）

国際社会にいい顔をするのではなく、日本人が幸せになるような国作りをお願いします。特に小泉
安倍竹中にボロボロにされた中産階級が復活できるような政策に期待します。 自民党は支持しま
せんが、新首相には期待しています。（30代女性）

とりあえず自民党はみんな増税派だったので今後がすごく心配。経済対策は確かに給与に関係す
るが正直今あと3年くらいはコロナ対策を優先すべきだと思う。（30代答えない）

バラマキ政治はやめて欲しい 政策に費用対効果を明示して欲しい（40代男性）

デフレスパイラルから早く脱出し、経済を回して欲しい。 何事も説明は簡潔に、行動は素早く、お
願いします（40代女性）

コロナ増税はやめて欲しい（40代女性）

円高誘導希望します。 そろそろこの国を出る準備が整いました。（40代男性）

経営者サイドに立った政策、支援策も考え欲しい（40代男性）

経済対策と、犯罪者への厳罰化に期待しています。（40代男性）

掲げている政策には賛同する。PB健全化を破棄または凍結して実現してほしい。（40代男性）

先が見えない不安の中で消費税を上げると消費はさらに冷え込んでしまう。この状況ではインフレ
まではまだまだ遠いのでとにかく貨幣を増やし国債を発行して経済を刺激してほしい。（50代女性）

給付金よりも、雇用や経済を回す政策に期待したいです。 給付金は、給付しても税金として戻って
きませんが、雇用や経済を立て直すことで税収も上がると思うので…。 同じ金額を予算化するの
であれば、税収も見込んだ政策に充てるべきだと思います。（50代男性）

財政出動しろ レジ袋ただにしろ 消費税を下げろ（50代女性）

財務省の犬と化して金融課税強化をしないで欲しい。自民党政権が「貯蓄から投資へ」「老後資金
は自分で用意しろ」と言ったのだから。強行すれば経済に悪影響しかない。格差はリスクを取って
努力した結果なのだから。（50代男性）

就任されてから株価はだだ下がりでそれは自分への海外からの評価だと思って欲しい。もっと経
済対策をしっかりして株価を底上げして欲しい。金融の税金を上げるような政策では経済が冷え
切ってしまいます。頭のいい人達があつまっておられるのにがっかりしています。 派閥に気を遣っ
て人事するとかも全くいらないと思うし、人が聞いて心地よいだけの政策を掲げるのでは無く、本
当に経済の活性化をしてお給料も一部の企業だけが上がるのではなく日本全体で上げていけるよ
うな経済対策をして欲しいと思います。今までと同じなら岸田さんはいらない（50代女性）



長期に経済成長できる政策を行っていただきたい。（50代男性）

経済安全保障、半導体等サプライチェーン見直し、経済対策、憲法改正などの取り組みをがん
ばってほしい。（60代男性）

経済頑張って下さい（60代男性）

成長と分配の好循環による新しい日本型資本主義を構築し、虐げられた国民の所得を増やし、幸
福に導いてほしい。（60代男性）

新自由主義の修正に期待します。勝者を作ることも大事ですが、それよりも敗者を作らない政治を
お願いしたいです。（60代男性）

景気対策（60代男性）

コロナ終結に向けて国がもっと強い対策を取り早く経済を立て直して欲しい。また、中国.韓国に対
して強い姿勢で対処してもらいたい。（60代男性）

今迄にない、低所得者が、希望が持てる経済対策をして欲しい。コロナ対策で検査を国費で誰でも
何時でも受ける様にしてほしい。（60代男性）

中間層を増やす施策を早急に是非やっていただきたい（60代男性）

オンラインショップに今後規制をかけるのか？規制をしていかないと、既存店がどんどん無くなっ
てって行って最後に泣くのは高齢者だと思います。（60代男性）

経済成長戦略を強力に進めてほしい。コロナで弱った事業者の支援を迅速にしてほしい。 （60代
男性）

一定の所得以下の国民に生活支援金を配布して経済活動の活発化を図ってほしい。（60代男性）

経済対策をしっかり（70代男性）

新自由主義に向け、格差是正を唱えていますが、具体的にどのような方法をとられのか今ひとつ
わからない（70代男性）

新しい資本主義とはいかなるものか 明確にして欲しい（70代男性）

経済政策に期待したい。コロナの中でも積極的に財政出動で成長を目指してもらいたい。（80歳以
上男性）



７　外交、防衛
敵をあまり作らない性格であり、外務大臣歴も長いため、引き続き外交でも多くの国と良い関係を
深めてほしい。 首相の座に就く力があり、人柄に関しても好感が持てます。日本を国内外からさら
に高い評価を得られる国にして欲しいです。（20代男性）

親中、親韓の政治は即刻やめてもらいたい。 慰安婦問題やその他の歴史認識に対して事実を突
きつけて欲しい。（30代女性）

見栄えは良い。 自信無さげだが、外交では強気で対峙してもらいたい。（30代男性）

国民に寄り添った政治が出来るとは思えないが、外交には期待できる。（30代女性）

政調会長として、外務大臣として身につけたことを遺憾なく発揮していただきたい。（30代男性）

外交手腕を発揮して、開かれた日本にして欲しい（30代女性）

ジェノサイド対中非難決議を採択してほしい。プライマリーバランス黒字化目標、緊縮財政をやめ
る。竹中平蔵＆アトキンソンをまず政権から干す。（40代女性）

誠実な政治をお願いしたい。 海外に対しては国家を主張してもらいたい。（40代男性）

国内でも国際でも正義を貫いてほしい。誰かやどこかの国に忖度など以ての外（40代男性）

敵基地攻撃能力の保有。国産のワクチン、治療薬の開発に取り組んで欲しい。（40代男性）

国土をしっかり守って、他国からのいかなる侵略も許さない国を作って若い世代が安心できる国に
してもらいたい。（40代男性）

国防安全保障体制の強化については少し心配な点がある。（40代男性）

日韓、日中の関係を毅然としつつも良い方向へ進めて下さい。（40代男性）

国民の生命や財産を優先し、外交や安保を優先する事が国益に繋がると思うので、日本国総理
大臣の信念の通り頑張って欲しいと思います。国民をがっかりさせない政治をお願いします。（50
代男性）

対中、対韓政策を日本ファーストでやってほしい。内需拡大をお願いしたい。（50代男性）

外交に関しては日本の国益重視で。（50代男性）

対中政策の強化（50代男性）

外交に力を入れて欲しい（50代女性）

外務大臣を長くやってこられたので、外交に期待します。（60代男性）

外務大臣時代の活躍でアメリカには受けがいいだろう。でも、貧しい国々への支援や対ロシア、中
国政策も大事。（60代男性）

しがらみに負けず好きにすればいい。それが出来れば及第点をさしあげたい。特に周辺のならず
者国家に強い対応を願う。（60代男性）

中国、韓国に対して毅然たる対応をお願いします。また、新薬開発などの研究者、技術者に対し厚
い支援をお願いします。（60代男性）

外交問題を特に力を入れて欲しい。（60代男性）

今以上に防衛に力を入れてほしい。（60代男性）

拉致問題の早期解決（60代女性）

聞き上手だけでなく、時には日本のトップとしての断固たる速やかな決断を願う。特に、世界に対し
日本の存在感と役割を示し、特にアジア圏の中で自由民主主義国家の旗頭としての責任を果たし
て欲しい。くれぐれも内向きのことなかれ国家、八方美人国家とならないことを願うだけ。（60代男
性）

対中政策と安保政策、経済政策、エネルギー対策をしっかりお願いしたい。（60代男性）

憲法改正、対中国、対韓国、対北朝鮮を弱腰にならないよう望む。対中国で公明党が足枷になれ
ば連立解除も検討すべき。（70代男性）



８　その他政策
育児がしやすい世の中になりそうな反面、その政策の財源不足にならないか心配です。（18、19歳
女性）

子育て支援には期待が持てない（30代男性）

国民主権（30代女性）

今までと同じことをやっていては何も変わらないと思います。  国民を守る活動は当然ながらに 国
民一人ひとりにも、考えて行動させる取組みをしないといけないと思います。 協力をしてくれる人、
守ってくれる人、みんなのために、国のために自分ごととして動いてくれる人を大切にする必要が
あります。それが支援金やサポートの一つだと思います。 3蜜対策も大切ですが、昔の古き良き日
本の助け合いやお節介を重んじる文化を取り戻したいです。 今だからこそできること、地域美化活
動などにも、失業した人や自粛している人に協力してもらい行うこともできるバズです。感染などの
多少のリスクはあるかと思いますが、できない話ではないと思います。 綺麗なところには人はゴミ
を捨てないはずです。 そんな小さなことから初めて、みんなの心が一つになるきっかけをコロナだ
からこそ作って欲しいです。 私はそのような支援団体を立ち上げていきたいと考えてます。 本当
の心の綺麗さを持った国民で溢れる そんな日本を改めて作って欲しいです。（30代男性）

弱者優しい政治。（40代女性）

老後社会に不安感の無い日本にしてほしい（40代男性）

国民第一。（40代男性）

原発を即時撤廃してほしい（40代男性）

海水温を下げてください。アオリイカのために産卵時期が、、、 （40代男性）

右翼 女性差別（40代女性）

不妊治療の保険適用（50代女性）

菅さんは叩き上げで総理になった人なのでこれまでとは違ったインパクトのある政策を期待してい
たが、政策の意図や日本を良くするという気持ちが伝わって来なかった。岸田さんには広島人とし
ての心意気を見せて欲しい。（50代女性）

社会的弱者に寄り添う政治を希望します。（60代女性）

自分たちの利権のみを追求する安部、麻生政権によって落ちた日本の国力の回復。目先の利益
だけでなく、日本の未来を見通して、教育や研究等 人材を育てシステムを構築するための投資に
力を入れて欲しい。（60代女性）

中流の所得倍増には賛成 広島県出身だし、核廃絶～条約を批准して欲しい コロナ感染対策を
しっかりやって欲しい （60代男性）

弱者救済（60代男性）

安心安全な暮らし（60代女性）

自分の理想に向かって、色々周囲に言われても頑張ってほしい。広島出身なので原爆被爆者に
対する支援や核兵器反対の条約に参加してほしい。（70代女性）



９　期待や注文
言質通りの政策実施（40代男性）

総裁選の前に話した事に責任を持つべき（40代男性）

口だけの理想論ではなく、実行してください（50代女性）

今のトコ、菅前総理よりは良いのかな位で、ちゃんと公約した事を実行出来るのか疑問に思う。
（50代男性）

まず、宣言したことは、押し通してでもやってもらいたい（50代男性）

有言実行してほしい（50代男性）

公約通りにやってほしい（60代男性）

国民の声(ツイッターやyahoo、掲示板などアングラな箇所も含めて)をもっと意識してほしい。でな
いと現状のように政治家と国民との問題意識の乖離(政治家は大局、国民はマクロの問題を見て
いるため)が起こって内閣不支持層が増え落ち着かない世の中になる。（30代男性）

民意にしっかり向き合ってほしい（30代男性）

やる気は伝わります。 具体的な言葉で政策を語ってください。（30代男性）

菅首相の足りなかった発信力を持つ政権だと思う。政権運営はこれまでのように粛々と進めて貰
いたい。（30代男性）

色々とはっきり伝えて欲しい（30代男性）

やる事にメリハリがあり、 説明が出来る政権であって欲しい。  アクセル踏みながらブレーキなどと
言う理解に苦しむことはやめて欲しいです。（40代男性）

国民に伝わるように発言していただきたいし、何処を向いて政治をするのかに期待したいです。
（40代男性）

聞いて判断/アクションをとってください。間違ったと後で言われても、何もせず注視するより日本を
良くしていると思います。（40代男性）

何を打ち出すにしろ、明確にスッキリと説明して欲しい（50代男性）

丁寧な対話と情報発信を期待したい（50代男性）

とにかくしがらみや過去の例に負けない新しい政治に期待します。  国民に分かりやすい説明もお
願いしたい。 何事も是々非々で進めてもらいたい。（50代男性）

議員仲間の声じゃなく、庶民の声を最優先に聞いて下さい。 庶民の味方になって下さい。（60代女
性）

国民への指示伝達を明確にして詭弁や「とぼけ」を無くしてほしい。また会見時の表情、表現を意
識して明るくしてほしい。（60代男性）

国民の声を聞く、という言葉を忘れずに、弱者に目を向けた政策に期待。菅さんのように同じ言葉
の繰返しはダメ（70代女性）

国民の知りたい事にしっかり答えてください、菅さんの様にあやふやにしないで（70代女性）

安倍晋三首相のようなリーダーシップには期待できないが、ある程度の政治力は期待できる。とく
に適材適所と自ら評した人事は、高市早苗を政調会長にしたのは評価できるし、河野太郎を広報
本部長にしたのは上手いなと思った。外務大臣を務めた経験からどれくらい外交が上手くいくのか
を注目している。どのくらい出来るかは分からないが、少なくとも立憲民主党や共産党のような野
党よりは良い。このような野党よりは良いというような政治に対して投げやりな気持ちを変えていけ
る期待をしていきたい。（18、19歳男性）

せいぜい頑張ってください この虚無化した日本の民主主義では何にも変わらないと思いますが、
僕らは期待するしかないので（18、19歳男性）

コロナのこともあるし、今までのように何も前進しなさそうだなと不安はあるが、何か一気に変えて
ほしいという期待の気持ちもある（20代女性）



メディアになんといわれようと、難局に立ち向かってほしい（20代男性）

人柄は良いように思いますが、何か新しいことを始める力があるのかどうかが気になります。保守
的にならない人だと良いなと思います。（20代男性）

総裁選で話題になった厚労省分割案、ぜひ実行してください。 「国民に寄り添う」曖昧なモットーで
はなく、コロナ対策で「国民が納得する」具体的な説明をお願いします。（20代男性）

首相就任前から人柄の良さそうなかただと感じていたので国民に近く寄り添った政治を行なってほ
しい（20代男性）

今までの政策、政治に捉われず新しい見方、考え方で子どもや高齢者だけでなく日本の未来を担
う若者のためにも頑張ってほしい。（20代女性）

菅総理の時も初めは期待したが蓋を開けてみればバカの一つ覚えで緊急事態宣言を連発してい
た印象しかないので、今の期待感に応える政治をして欲しい。（30代男性）

国民満足度の高い政策を実現してほしい（30代女性）

野党に振り回されず落ち着いて対応して欲しい。（30代男性）

心無い誹謗中傷や政務妨害に負けて欲しくない（30代男性）

真っ当な政治をすること 自分たちの利益でなく、多くの国民の利益のための政治をすること。 自
分の立場を弁えること。 筋を通すこと。 （30代男性）

今の世にあった政策を期待します（30代男性）
もっと救いのある日本にしてほしい。何もかも税金で消える。（30代女性）

経済やるなら経済やる。感染対策するなら徹底的にやる。どちらでも良いので中途半端ではなく、
シーソーの傾きを一気に傾けて欲しい。（30代男性）

菅さんをあらゆる手で引きずり下ろしたわけだから 必ず日本を浮上させてください！  足を引っ張
られないように気をつけて。（40代男性）

オープンで経済的、社会的弱者に優しい、私のような非支持者にも納得性のある国政運用をお願
いします。（40代男性）

若い世代が政治に関心を持ってくれるような国を目指してほしい、あと少子化対策は一刻を争う。
（40代男性）

清潔な国づくりを願います。（40代女性）

人間味のある政治をして頂きたいです。 前任の菅が機械人形みたいだったので。（40代男性）
一年とかで投げ出さないで長期に渡って全うしてほしい（40代男性）

河野さんか高市さんが当選してくれることを期待していたので正直岸田さんの政策等詳しくは知り
ません。が、安倍路線を継承されるのであれば期待したいと思います。（40代男性）

革新的な政策立案に期待したい（40代男性）

安倍内閣以来適当に説明して置けば良い風潮を止めて欲しい。国民に示しがつかない。（40代男
性）

これからに期待（40代女性）

今までの、忖度とかの政治はウンザリ！ 前向きな正直な政治お願いします。（40代女性）

マスコミやSNSに踊らされず、しっかりとやって欲しい。（40代男性）

国民のための政治を行なって下さい（40代男性）

岸田さんは人が良いので流されやすいと言う心配はあるが、ぜひ国家にとって正しいと思われる
判断をしてほしい！（40代男性）

決断できる首相になって貰いたい。（40代男性）

首相ができること、できないことは、正直わかりません。なので期待するものがありません。ただ、
できることをすべてやってください。（40代男性）

党と政府の調整に終始することないように。新設大臣を実効性のあるものにしてもらいたい（40代
男性）



期待感は無いですが、それを裏切る政策、政治を実行してほしいです。（40代女性）

期待してます。（40代男性）

意見の取りまとめに走りすぎて混乱しないようにお願いします。 世界一のデジタル化目指してくだ
さい。 海運にも力を。（40代男性）

真剣に政権運営してください（40代男性）

菅政権では『思い切った政策、大胆な施策』というものがあまり感じられなかった。 岸田政権では、
コロナ対策、経済戦略などにおいて、大胆な政策・施策があっても良いと思う。（40代男性）

社会的に活躍できる強い立場の人と、その反対に立場や身体の弱い人がお互いに協力し合い、
それぞれの役割を果たしていけるような社会作りを目指して欲しい（50代女性）

とにかく見守っていきたい。（50代男性）

誠実にお願いします（50代女性）

閣僚にトラブルがない事を望みます。最低でも2年は勤めてほしい。（50代男性）

岸田首相が考えている政治が国民にとっての幸せに繋がる社会にして欲しい（50代女性）

柵を断つためには孤独になる勇気が必要なんでしょうね。周りへの配慮、忖度をし過ぎると、八方
美人が八方塞がりになってしまいます。（50代男性）

思いきったことをやってほしい。 （50代女性）

日本を正しい方向へ（50代女性）

派閥とか自分の地位とかどうでもいいんです！国民の声を聞くだけでなく、行動に示して国民に寄
り添った強い指導者になって欲しいです。（50代男性）

奥さんだけでなく、国民に対しても、ディスコで踊ろう！という感じで、アクティブな未来を提案して
欲しい。 広島のお好み焼きは、麺も入っていて、満腹感、お得感がある。そんな、政治をやって欲
しい。（60代男性）

理想論は大事だが、そればかりではダメ。国内外の状況をしっかり把握し地に足つけて政権運営
を行なってほしい。（60代男性）

一人一人の命を一番大切に考えてほしいです。一人一人が、幸せを感じられる社会にしてほしい
です。（60代女性）

世界に取り残されない様、改革を進めて欲しい。特に医療や技術面で先端を行っていた日本を取
り戻して欲しい！（60代男性）

思い切った仕事をしてほしい。（60代男性）

国民のためになる政治をして欲しい（60代男性）

強いリーダーシップを感じられないが、今後に期待したい（60代男性）

既得権益の壁 早期解散は賛成（60代男性）

自分の考えを言語明瞭に表現して、バランスが取れているが、党内の人間関係で妥協がありそう
だ。（60代男性）

国のリーダーとして多くの問題を正しく行なって欲しい。（60代男性）

日本国を中心に世界中の平和を目指すことを期待する（60代男性）

説明しないという態度になぜあそこまで固執したのかわからない。対話的な姿勢をみせれば、少し
はかわったと思う。（60代男性）

多少強引でも 順当なプロセスを着実に踏み 成し遂げる政治を期待します  あと野党はアラ探しに
固執せず 前向きな政治をして頂きたいです。 働け。（60代男性）

国民の期待に応えてぽしい（60代男性）

野党に負けないように確信を持って頑張ってください（70代男性）

今後の日本の指針を示して欲しい。（70代男性）

内政・外交共に細心にして大胆に！（70代男性）



岸田文雄首相と閣僚の皆様を大いに期待しています。 日本と国民のために全力で尽くしてくださ
い。（70代男性）

1人でやるわけでないからまわりがどれだけ協力出来るかだ残念ながら菅さんは回りの村八分状
態ですね、ほかの政権が批判ばかりしても政権はかわりませんし余計に頼り無い前回参ったから
ねどじょうは二匹いないし日本人は忘れていないし誰がやってもおなじなら、少しは見栄えが良い
人を見たいですねー（70代女性）

国ミンの為に奉仕する政治家の本分を示してほしい（70代男性）

菅さんよりましになると思います。 （70代男性）

もっと毅然とした言動を表して欲しい（70代男性）

国民に添った政治、官僚に厳しく、自身の行動に責任を持ち、人道的な政治を実行して欲しい。
（70代女性）

新しい政治を盛んに訴えていますが、これまでの政治を生かしながら政策を練ってほしい。そんな
に簡単に変えることはできないからです。（70代女性）

国民と日本国を向いた政治を実践して、更なる国民全体の繁栄と安全をお願いしたい。（70代男
性）



１０とにかく頑張れ
広島選出なので頑張ってほしい（20代男性）

がんばってください（50代男性）

がんばれ（40代男性）

がんばれ（18、19歳女性）

たのむぞ（30代男性）

より良い社会になるよう頑張っていただきたいです。（50代男性）

頑張ってください（20代男性）

頑張ってください。（50代男性）

頑張ってください。（30代男性）

頑張ってください。 変わればいいと思います。（20代男性）

頑張ってほしい（20代女性）

頑張ってもらいたい。（50代男性）

頑張って下さい、としか言えません。（50代男性）

頑張って下さい。（60代男性）

頑張って長期に（60代男性）

頑張れ（30代男性）

健康に気をつけて頑張ってください（40代女性）

堅実に頑張って頂きたい（30代男性）

人事には不明な点が多いですが、これからの政治活動を見ていきたいと思います。頑張ってくださ
い。（30代男性）

選挙結果が心配ですが頑張ってほしい。（50代男性）

選挙後、過半数確保なら変わらないので、自民公明＋国民民主か維新で連立し、岸田色を出せ
ばいいと思う。（50代男性）



１１期待できない
自民党自体変わりにくい組織で、首相を変えたくらいでは変わるとは考えにくい、その中で自民党
内で最も無難な候補が選ばれた印象。 何も期待していない。（20代男性）

人とうまくやるだけの人 （30代男性）

頭が変わっても意味ないよ、腐った政党（30代男性）

特に期待はしません（30代女性）

期待できない（30代男性）

期待はしません。変わらない自民党政権が続くと思うので。（30代男性）

これまでと同様、スピード感のある合理的なコロナ対策は見込めず、判断の遅い後手後手対応に
なる気がしています。（30代女性）

結局なにも変わらなそう。 期待なし 期待できるような政策を打ち出してほしい（30代女性）

抽象的なゆるふわ政策で失敗とも成功ともつかないまま時間だけ経過しそう。（30代男性）

残念ですが政策に期待できません  （40代男性）

期待出来ない （40代男性）

インチキ臭い。仕事のツメが甘すぎる。（40代男性）

日本に未来は無いと思うので、特に期待してないし、誰がやっても一緒だと思う 今回の新型コロナ
感染の日本政府の対応で分かったことは、国民の事なんか初めから考えて無いんだなと思った
日本という国が平和でおめでたい国と言うことが証明されたのではないでしょうか？ それらを踏ま
えて岸田首相には何の意見もございません 高い給料貰って満期を迎えてください（40代男性）

生まれ変わるなどと国民に嘘を付くのはいい加減にしてほしい。 （40代男性）

忖度（50代女性）

すでに期待はずれ 政治家になりたい首相になりたいで政治をするな、国民は迷惑です（50代男
性）

最初に総裁選に立候補した時と勢いも言ってる事も違いすぎて信用できない。（50代男性）

期待できない（50代男性）

結局何も変わらない、何もできないのではありませんか！（50代女性）

良心と良識を持って政治をしてくれるのなら自民党でもいいが、安倍政権以降モラルが飛んでし
まっている。自公に期待をするどころか、せめて国民の不利益を私財で弁済して政治家を辞めて
ほしい（50代答えない）

何も変わらず、良くもならない（50代女性）

誰が首相でも自民党政権には期待しない。（60代男性）

何も期待していない（60代男性）

無難（60代男性）

今までの政治と変わらないと思う。（60代男性）

今回の人事を見ても全く期待できない、国民の声を聞くのであれば、国民の代表でもある野党の
声もまず聞いて国会を開いて欲しい。（60代答えない）

あまり期待できない。（70代男性）

期待しない（70代男性）

早く辞任しなさい（80歳以上男性）

石破小泉河野じゃなきゃ腐れ自民（60代女性）

高市さんが良かった。（40代男性）



１２特にない、よくわからない
まだなんとも言えません（40代男性）

実績が無いので、未だ何とも。（50代男性）

特になし  これからの様子見状態です（60代女性）

特になし（40代男性）

別にない （60代男性）

知らんがな（50代男性）

特になし（40代男性）

無し（40代男性）

とくに無し（60代男性）

まだわからない（50代男性）

なにもない（40代男性）

興味なし（50代男性）


