
【即時・早期・年内辞任】 

対応力がない。綺麗な言葉ばかりでごまかしていることが多いので、早く引退した方がいい

と思います、（40 代男性） 

 

早期に解散するべき。（40 代男性） 

 

即刻辞めるべき。質問に真摯に回答できず責任もとらない狡い犯罪者だと思います。（60 代

女性） 

 

そろそろ変わるべき（50 代男性） 

 

直ぐに辞めてほしい責任逃ればかりしているので、総理としての責任を明確に表明してほ

し（60 代男性） 

 

正直続けてほしくない。理由としては、何事にも説明責任をはたしていないから。（30 代男

性） 

 

森友の件諸々国民に説明責任を果たしてから辞めて頂きたい。（20 代男性） 

 

今日まで（30 代男性） 

 

変わって欲しい！（60 代女性） 

 

早く変わってほしい（50 代男性） 

 

もう続けなくてよい。（30 代女性) 

 

すぐやめるべきだ！忖度した部下や関係社の犠牲でのほほんと地位にしがみついているの

はあさましい限り！（70 代男性） 

 

いつでも辞めてもらっていい。すぐに小池さんが総理大臣やった方がいい！（40 代男性） 

 

2020 年 12 月（40 代男性） 

 

即刻辞めてもらいたい。森友学園の問題の時点から辞めるべきだと思っていた。財務省に守

ってもらった引き換えに消費税を 10%に上げた事で、日本経済に取り返しのつかないダメ



ージを与えた。（40 代男性) 

 

今すぐ退陣してほしい（30 代男性） 

 

即退陣（60 代女性） 

 

即刻、消えて欲しい（30 代男性） 

 

いつでも（30 代女性） 

 

なるべく早めに退任してほしい（30 代男性） 

 

早急に退陣すべき（60 代男性） 

 

安倍さんにはもう続けて貰いたくない。かと言って自民党で首の挿げ替えだけされてもこ

まる。安倍さんだけの責任ではないと思う。菅さんも麻生さんなどの官僚全員がおかしい。

私は看護師ですが経済を回すことだけ考えて現在の医療従事者に対しての配慮が全くない

と感じている。なぜコロナの最前線にいる人のボーナスが少なくなるのか。なぜコロナ患者

を受けると病院の経営が落ちるのか。私達はコロナだけではなく差別とも戦っているのに。

その中で GOTO なんてしてさらに地方に感染が増えて私達への負担を増やさないで欲し

い。賃金も少なく、コロナに怯え、差別され看護師に死ねとこの国は言っているも同じ。言

い過ぎなのは分かっていますが言わなければ気が済まないところなできてます。それでも

経済を回さなければというなら旅行する人全員がPCR検査陰性であることを証明するなど

の義務を負うべきだと思う。自分達の関係団体の利益ばかり考えている政治家が多すぎて

嫌になる。（30 代女性） 

 

続けてもらいたくない。公私混同が多く、またそのために周囲の過剰な忖度を生んでいる。

批判に真摯に向き合わず独善的。（40 代男性） 

 

早くやめてほしいです。（60 代女性） 

 

何かにつけ対応が遅い早急に退位願いたい（20 代男性） 

 

すぐに辞めてもらいたい。もう死に体全てが後手後手不安と怒りしかない（40 代女性） 

 

すべてにおいて信用ならない。国民の税金を自分の私用のお金として使っている。庶民は月



数万で生活して税金を払っているのに湯水の如く税金をじゃんじゃん使っている。すぐに

でも辞めてもらって構わないが、誰がなっても変わらないように思う。要するに国会議員に

も定年が必要。頭の硬い現代にマッチしていない自分中心のおじいちゃんがたくさんいる

限り日本は衰退する一方だと思う。（30 代女性） 

 

そろそろ、退陣しても良いかな（60 代男性） 

 

いやもう降りてください。（40 代女性） 

 

森友学園の、もみ消し等とんでもない首相なので、即辞めるべきです。（70 代男性） 

 

今すぐやめて欲しい（20 代男性） 

 

即刻クビ（30 代男性） 

 

長期政権で緩みが出てきている。政権交代した方が良い。（50 代女性） 

 

もう辞めて欲しい（50 代男性） 

 

すぐに辞めてほしい（40 代男性） 

 

無駄な金、国民の金を使いすぎ。早く辞めるべき。まだ続けている事がおかしい。（60 代女

性） 

 

すぐにでも辞めてもらいたい。（30 代女性） 

 

もうやめてほしい（50 代男性） 

 

すぐに退陣。go to の補助の分を被災地になぜ回さないのか。（40 代答えない） 

 

できるだけ早く退陣して公正な選び方で次の首相に譲っていただきたい（50 代男性） 

 

即刻 辞任すべき！（50 代男性） 

 

緊縮財政によって多くの日本国民の生命と財産が失われているので即刻辞めて積極財政派

に引き継いで日本の衰退を止めて欲しい国土強靭化法案が通っているのにこの体たらくは



あまりにも酷い（30 代答えない） 

 

即刻退陣すべき！今までの数々の不正を追及され、逮捕さらるべき（70 代男性） 

 

もうやめてほしい（50 代女性） 

 

今すぐ辞めてもらいたい。（40 代男性） 

 

早期退陣（40 代男性） 

 

替わるべきです。（70 代男性） 

 

すぐに辞めてもらいたい。もっと迅速に政策を打ち出せる人にトップに立ってもらいたい

から。安倍首相とその側近、大臣たちの対策に対する動きは遅すぎたし、的外れが多かった

ように思う。（30 代女性） 

 

直ぐにでも、辞めてほしい。嘘が多いし、答えるときに、目が落ち着きが無く、責任を、持

って無い。（70 代男性） 

 

即刻、辞めていただきたい。（50 代男性） 

 

続けてもらいたいと思ってはいません。本当にひどい社会を作り上げてしまった首相だと

思います。（40 代女性） 

 

今すぐ辞職するべき（50 代女性） 

 

即刻退陣（50 代男性） 

 

まともに答弁しない事が当たり前となっていて、国会が意味を成していない。安倍総理の答

弁方法が浸透してしまっているためすぐに辞めてもらいたい（40 代男性） 

 

すぐにやめてほしい。（40 代男性） 

 

すぐに辞めてもらいたい（60 代男性） 

 

ぜひとも、今すぐお辞めになられるようにと、切望いたします。（50 代女性） 



 

賞味期限切れだから早く辞めてもらいたい（60 代男性） 

 

直ぐに退陣して欲しい（50 代男性） 

 

やめてもらいたい（60 代女性） 

 

早期退陣。よく野党よりマシだと言われるが、マシなところは実は何も無い。森友や加計学

園などやらなくてもよいことをやって問題を起こしている。国や政治に対する信頼性を無

くした。（60 代男性） 

 

即辞めるべき（50 代男性） 

 

早く退陣して貰いたい。金持ち優遇の政治は庶民を不幸にする。政治家は底辺の方をよく見

て施策を行って貰いたい。そうすれば、日本は大変立派な国になり経済大国になるでしょ

う。  （80 歳以上男性） 

 

責任は痛感するものではなく、とるもの。日本が精神的にも経済的にも悪くなる。すぐに辞

めてもらいたい。（50 代男性） 

 

森加計問題や諸々の悪事の責任を取ってすぐに辞任するべき（50 代男性） 

 

明日やめてもらっても全く構わないし、首相が変わっても何も変わらないと断言出来る。安

倍に限らず国会議員には能力のない人間しかいない。上層部にばかり能力ではなく既得権

益によってその地位を得た人間が集まるという今の日本の縮図そのものだと思う。（50 代男

性） 

 

早く退任してもらいたい。コロナウイルス感染症対応など、評価出来ません。旅行会社勤務

ですが、Go To トラベルも評価しにくい。対応が場当たり的と感じます。なぜ、22 日から

始めるにあたり、説明会が 21 日午前、午後で各 130 名定員では少な過ぎます。翌日は、700

名程度用意があるようですが。突然の前倒しで事務局も混乱しているように感じます。（50

代男性） 

 

早急に辞職してほしい。安倍内閣すべて。巨額の税金を溶かし続け医療介護や中小企業自営

業に直接支援せず、国会も開かず的外れな政策ばかり。朝令暮改で支援策も二転三転するか

ら利用したい人達が理解できず受ける資格があっても断念してしまうのでは。国公立の大



学がｸﾗｳﾄﾞﾌｧｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞで支援を募らなければならいなんて、国会議員、官僚達はそういった

大学出身が多いはず母校や後輩達の非常事態になにも感じないのか。研究や勉強に専念で

きない学費を払えない学生さんが気の毒。子供の貧困は親が困窮しているから。子供単独で

考えると子供の責任みたいに誘導しているよう。国債発行して現金の直接支援がありとあ

らゆる人達に必要です。（50 代女性） 

 

区切りのいいタイミングでなるべく早く辞めて欲しい。（60 代男性） 

 

そろそろ違うリーダーが求められていると思います。奥さんがファーストレディーなのが、

不安すぎです。それを擁護する首相も不信感いっぱいです。（40 代女性） 

 

即、辞任（40 代女性） 

 

公文書改ざん等ごまかしの政権には即座に退陣してもらいたい（70 代男性） 

 

今すぐ辞めて欲しい（60 代男性） 

 

すぐに辞めてもらいたい。（40 代男性） 

 

直ちに辞任してほしい（20 代男性） 

 

すぐやめた方が良い。（70 代男性） 

 

今すぐやめてほしい（40 代女性） 

 

誰がなっても変わらないが安部さんは辞めて欲しい。（50 代男性） 

 

不誠実で最低の人間である。即刻辞めるべき。無知無能な政治家が多い。誠実で有能な政治

家が出てくるのを期待したい。当たり前のこと。（70 代男性） 

 

能力が無いなら、もう辞めてもらいたい。（50 代女性） 

 

今すぐやめてもらいたい。安倍さんというか、自民党が今の調子で政権をになっている限り

コロナの収束も経済回復も無理だと思う。（20 代女性） 

 

早々に辞める方が良い（50 代女性） 



 

すぐに辞任すべき。政策立案能力が無さ過ぎる（50 代男性） 

 

今！続けてもらいたい国民はいないと思います、早く協力な野党が出てきて欲しい。（70 代

男性） 

 

すぐ止めて、今まで うやむやにしてきた問題を明らかにして欲しい。（70 代女性） 

 

早くやめてほしい。（30 代女性） 

 

即刻、退陣してほしい。（70 代男性） 

 

すぐ、辞めて欲しい、政治は誰のためなのか？自身のレジェンドを残したいだけ、本気で国

民のための政治、国策をしないなら、今すぐ辞めて下さい（70 代男性） 

 

すぐ辞めて欲しい！阿呆のマスクは二度と御免だ。その金を医療機関の方達に役立てて欲

しかった！（70 代男性） 

 

オリンピック中止を宣言して、即解散すべき。周回遅れのグローバル化推進と金融緩和そし

て増税は日本に取り返しのつかないダメージを与えた。そして、コロナ対応に関する危機管

理のなさ、アベノマスクと GoTo は国民から失笑を買っている。（40 代男性） 

 

早く辞めてほしい。こんな自分勝手な政権はない。（60 代女性） 

 

年内 10 月まで（60 代男性） 

 

すぐにでも辞めてほしい。マスクの付け方が変だからあんな総理大臣はおかしい。総理だけ

じゃなく日本全体がおかしい（60 代女性） 

 

やることが国民のニーズとかなりズレている。判断が逆。説明責任も全く果たしていない。

そろそろやめるべき時期。（50 代男性） 

 

すぐ辞めてもらいたい。（40 代男性） 

 

不祥事を揉み消しにしかしていないなら辞めてほしい。税金は国会議員が散財していいも

のではないから国民のために還元して欲しい（20 代男性） 



 

すぐに辞めてほしい（20 代女性） 

 

すぐにでも辞めてもらいたい（40 代男性） 

 

アベノミクスの失敗、モリカケ、安保法制、桜、検察人事介入等々、数えきれない問題に嘘

と誤魔化しを続けて国民を騙し、日本をおかしな国にしてしまった事に加えて、コロナ対策

では危機管理に無能で、対策が後手に回り更にはその施策の実施が雑であり、危機意識が国

民に全く感じられない安倍政権は、今までの失政の責任を取って即刻、辞任してもらいた

い。テレビであの無責任な安倍晋三の顔を見るのも苦痛な毎日だ。（60 代男性） 

 

もりかけ桜をもみ消す様な首相は即退陣すべきだと思う（60 代男性） 

 

即刻辞めてもらいたい（50 代男性） 

 

負の遺産をなくす為早く辞めてほしいです。（40 代男性） 

 

もうそろそろ次の世代でいいのでは。（40 代男性） 

 

そろそろ辞任して良いと思う（40 代女性） 

 

即刻退陣し、国民の公正な審判を受けて下さい。裁判では、取り巻きの人達も含めて罪状を

明らかにしてもらいたい。（70 代男性） 

 

今すぐに辞めてほしい。自民党という政権が諸悪の根源である。金と利権にまみれた最悪の

政権自民党。国の代表をやめて欲しい。とにかく今すぐに辞めてください。内閣も総辞職し

てください。一生のお願いです。（20 代女性） 

 

即刻辞めて頂きたい。森友、加計、桜などすでに何度も辞めるべきタイミングはあった。（40

代男性） 

 

そろそろ交代した方が良い。（60 代男性） 

 

すぐに辞めて欲しい（30 代男性） 

 

即刻辞めて欲しい疑わしいことが多過ぎる法律を違反しているなら捕まえる必要さえある



（30 代男性） 

 

すぐにでも辞めて欲しい。（30 代男性） 

 

もう交代してもらいたい、あれだけ疑問視される問題が有るからです。（60 代男性） 

 

期待していないので、早くやめて欲しい。（20 代女性） 

 

人の命を預けられる政権ではない。即刻辞めて頂きたい。（50 代男性） 

 

もう辞めどきでは、と思います（40 代女性） 

 

直ぐにでも辞めて欲しい（50 代女性） 

 

今回の色々な問題に対し不甲斐なさを大変感じました。もっと決断力のある首相を選んで

欲しい。国民の税金を無駄金にしないで欲しい。（60 代女性） 

 

今すぐにでも総理は勿論、議員を辞めるべき。森友問題の時、ご自分で仰っていたのだから。

（40 代男性） 

 

すぐ辞めてください。（80 歳以上男性） 

 

国民感情と解離がだいぶ出てきたので、早く世代交代してほしい。（30 代男性） 

 

すぐに辞任してほしい（30 代女性） 

 

いつ、やめてもらっても構わない。（40 代男性） 

 

今年いっぱい（50 代男性） 

 

国民をバカにした 無策な奴としか思えない サッサと辞めて貰いたい（60 代女性） 

 

今すぐ責任をとって辞任してもらいたい。（50 代男性） 

 

出来れば、いますぐに退任して頂きたいです。自身の不祥事をすべて、他人のせいにして､

自分では一切責任を取らない。人として全く信じられないです。（70 代男性） 



 

早急に解散（30 代男性） 

 

新型コロナ流行以前から見ても安倍政権は嘘や利権ばかりで国民にとって到底信用できる

ものではない。現在の政策は迷走していて日本国民として大変危機感を感じる。すぐにでも

辞任すべき。（30 代答えない） 

 

即日辞職 政界から去れ! 取り巻き陣、人も 一掃! 極右，極左，でなければなんとかな

る! 公明，維新も不要!  （60 代男性） 

 

辞任してほしい。国民とあまりに感覚がずれていると感じる。（30 代女性） 

 

当初は安倍首相を外交力等で高く評価してきたが、長すぎて、指導力にピント外れの感が強

くなった。脇の甘さも目立ち、できるだけ早めに交代すべきと思う。自民党は支持している

ので、若手実力者の登場を望む。（70 代男性） 

 

交代して頂きたいですが時期総理が誰になるかわかりませ！？ （60 代女性） 

 

そろそろ  交代したほうが良いと考えます。（50 代男性） 

 

今すぐにでも、辞任して欲しい。         岸田      （60 代男性） 

 

安倍首相・安倍内閣には続けてほしくない。ただ、どの政党・誰がと思われるものがない。

（60 代男性） 

 

政権の末期、スキャンダルまみれ、すぐやめて欲しい。（70 代男性） 

 

トランプさんと同じくらいにやめてほしい。このまま与党として自民党が続くなら党首は

石破さんが良いと思う（50 代女性） 

 

今すぐやめるべき真のリーダーの器では無いことが今回のコロナの件で分かってしまった。

（50 代男性） 

 

直ぐにでも新しい方に交代すべきと思います（60 代女性） 

 

いろんな問題を抱えて、なで存続できる？奥さんも管理出来ない人が居座りできるのか、や



っぱり日本は平和ですね。政治家にコロナは関係ないみたい。腹の中は。（70 代男性） 

 

早期に辞めるべき。公の人物なら、グレーは黒であるべきで、問題が多く隠しすぎている。

長期政権になる程、力が集中し、隠す力が強くなると思う。（40 代男性） 

 

早期に辞めるべき（50 代女性） 

 

モリカケ問題のときから今に至るまで、国会では時間稼ぎや的はずれな回答を繰り返すば

かり。そうこうしてると次の不祥事が起きて前の問題は有耶無耶になってしまう。こんな首

相にはさっさと辞めてもらいたい。（20 代男性） 

 

続けて欲しくない（50 代女性） 

 

今すぐ退陣！ 民主主義 合議制を踏まえ 国会全ての責任において コロナ対策 自然災害

対策 経済問題等最優先課題を緊急に最優先に実施、私利私欲の奴らがノサバリ過ぎる。（60

代男性） 

 

すぐ辞めてほしい。（40 代女性） 

 

安倍首相にはすぐに辞めてもらいたい。森友・加計問題でも、黒川検事長の問題でも、政治

を私物化が目に余る。それなのに、肝心の、国民の生命、暮らし、財産を守るといった政府

の一番大事な仕事は、後回しにされていると感じる。このような安倍内閣には政治は任され

ない。（50 代女性） 

 

すぐに辞任してもらいたい（40 代男性） 

 

政治を執行する姿勢は極めて不誠実。即刻退陣すべき（60 代男性） 

 

直ぐ辞めて欲しい（60 代女性） 

 

即刻、やめて国民に詫び、そして、自らを含め、文書改竄、国会での虚偽答弁、政権に忖度

して利益を得た者たち等に対して、罪を負わせるべきです。（70 代男性） 

 

即刻辞任していただきたい。やることが全て遅い。国民の今の状況をまったく理解していな

い経済を回すのも大切な事だが今コロナが広がると実際皆労働できなくなる。自分の保身

でこんな人がトップとは日本の恥でしかない こんな国に居ることが嫌になる国は安倍の



おもちゃではない。（50 代女性） 

 

もう止めるべき（70 代男性） 

 

早期退陣を望みます（60 代男性） 

 

すぐにやめて頂きたい。政治とは何のためにあるかが分からない。自分とお友達のためにや

っているように見える。（30 代男性） 

 

自分に都合の良いように周りを権力の力で変えてしまい、自分に責任のあることも全く知

らぬ存ぜぬで通した厚顔振りには、呆れるばかりです。政治を私物化している傲慢さは、許

せません。首相はじめ政治家の頭は自己保身と経済界にだけむいているようです。即刻退陣

していただきたいです！（60 代女性） 

 

森友などの問題を抱えたまま総理をしていてはいけない。嘘や他の人に押し付けてもいけ

ない。潔く辞めるべき。（50 代女性） 

 

やめた方が良い（40 代男性） 

 

令和２年９月まで（40 代男性） 

 

即刻退陣してほしい。（40 代女性） 

 

すぐにやめてほしい（60 代男性） 

 

今すぐ辞めてください（50 代男性） 

 

今すぐ辞めて欲しい（30 代女性） 

 

今日（40 代男性） 

 

そもそも給付金の給付がむずかしかったのは財務省へと貸しがあったというだけの理由で

あり、政権維持のために国民の生活を犠牲にしようとした感が否めない今のなっては、「地

獄の民主党政権」という言葉が虚飾に満ちた言葉であったことがよくわかる。多分 3 月 11

日安倍政権だったら福島からの避難すら行われなかったのではないかという疑念がある。

辞めてほしい（20 代男性） 



 

早く辞めろ。（70 代男性） 

 

止めて欲しい（70 代男性） 

 

この間の不正や疑惑を明らかにし、すぐに退陣すべき（50 代男性） 

 

無能。早めに職を辞すべき。（50 代男性） 

 

もういい（40 代男性） 

 

すぐに辞めてもらいたい。森友問題、加計学園、さくらを見る会はどうなったんでしょうか。

（50 代女性） 

 

すぐ辞任して欲しいそして、政治家の給料、ボーナスをなくし、被災地や医療関係に寄付し

て欲しい（40 代女性） 

 

即辞めてほしい（40 代女性） 

 

安倍 麻生 菅 岸田全員辞めてもらいたい。（70 代女性） 

 

今すぐにやめてもらいたい（70 代男性） 

 

今すぐ辞めていただきたい。（20 代男性） 

 

早急に退陣を求める。パフォーマンスだけで企画力も洞察力もない。又、嘘が多い。これま

での実績特に経済対策は破綻しており見るべき結果を何も残していない。（70 代男性） 

 

即退陣（40 代男性） 

 

直ぐに交代してほしい（60 代男性） 

 

すぐにでもやめてほしい（40 代男性） 

 

早く辞めてください（60 代女性） 

 



人として信頼できない。政治をダメにした。支持したことはない。早くやめてほしい。でも、

新たに任せたい人もいない。（70 代女性） 

 

もう退いて欲しい。麻生さんも国民レベルで物事を考えてない。要らない議員もたくさん居

る。さっさと辞めて欲しい。（50 代女性） 

 

即刻辞任（30 代女性） 

 

もう、変わって良いと思う。（50 代男性） 

 

9 月までに解散総選挙をすべき、その後辞職禅譲。（70 代男性） 

 

早く交代してほしい。（50 代男性） 

 

すぐにでも辞めてもらいたい（50 代男性） 

 

安倍さんは首相としての資質があると思うが、長く権力を握ると誰でも傲慢になる。もう辞

めた方がいい。（50 代女性） 

 

即刻辞めるべき。1 日も早く辞めるべき。（60 代女性） 

 

最悪の政権と思うので早く辞めてもらいたい。（70 代男性） 

 

即刻退陣を望む（20 代女性） 

 

首相は続けて欲しくない。なぜ保身ばかりで、確信に触れた政策ができないのか。それと、

もりかけ問題・黒川さんの定年延長・河合議員問題、何をとっても説明責任を果たしていな

い。そんな人は、首相以前に、国会議員である資格もないと思います。（40 代男性） 

 

早く辞めるべき（50 代男性） 

 

即座に辞めてもらいたい。（60 代男性） 

 

即やめるべき。今日にでも辞任してほしい（50 代女性） 

 

今すぐ辞めるべき（50 代男性） 



 

数々の疑惑や任命閣僚の不祥事、コロナ関連や経済および外交等における失政、以上の責任

を取り、即刻総理の職も議員の職も辞すべき。（50 代男性） 

 

もう、そらそろお辞めになった方が良いのでは？良い話がないのぇは？（60 代女性） 

 

直ぐに辞めて欲しい（50 代男性） 

 

今すぐにでも辞めてもらいたい（40 代男性） 

 

早く辞めてほしい（20 代男性） 

 

長くやり過ぎた！（60 代男性） 

 

早く辞めるべき花見問題や、森友問題、河井夫妻問題と阿部がバックにいると思われる！ 

（40 代女性） 

 

直ぐにやめてほしい。コロナに全く無策で状況を把握し先を見据えた政策を考えることが

できない頭の悪い人間が国のトップにいることが日本の悲劇だ。何でこんな人間が首相を

やっていられるのか。自民党にもまともな人間はいるだろうが。それでも首相になっていら

れるところが日本の政治の世界の根本的な問題だ。我々は仕事が無くなり大変なのに、まっ

たく収入に困らない政治家と役人が人事のように物事をきめている。自分達も苦労して現

状を実感して考えろ言いたい。PCR 検査を増やすと口ではいうがなにも具体的に手を打つ

ことができないのも、どうしようもないダメなところだ。効率的な予算の使い方をすれば１

３兆円で色々な手を打てる。ほんとうにバカとしか言いようがないあきれた首相だ。（70 代

男性） 

 

そろそろ変わった方が良い。（50 代男性） 

 

替わってほしい（40 代男性） 

 

すぐにやめてもらいたいすぐにやめてもらいたい（70 代男性） 

 

首相を務める器の人物ではなかった人、すぐに辞めてもらいたい。（50 代男性） 

 

人物として全く信用できないあれだけの疑念を抱かれて閣僚が辞めるたびに責任はじぶん



にあると言うだけ責任があるなら責任をとらないのは何故かいますぐ交代してほしいアベ

ノマスクの検品費用 3 億円？は結局税金で支払ったのか民間は不良品を納めたら、税金で

補填して貰えるなんてあり得ないこと（50 代男性） 

 

 

 


