
＜無党派層＞ 

まともなリーダーがいない（70 代男性） 

 

みんなが安心して生活できる世の中になるために必要なことを第一に優先して取り組んで

ください。（40 代男性） 

 

特に無し（20 代男性） 

 

もう少し頑張ってください（50 代女性） 

 

本質的でない議論が多く頼りにならない（30 代男性） 

 

ヤジを飛ばしたり、重箱の角をつつくようなことをするのではなく与党と協力的になって

欲しい。いつもお互いを歪みあって見ていて不快極まりない。（30 代女性） 

 

パフォーマンスでなく、実質的な議論をしてほしい自民党と政権を交代々々で執り行うよ

うな力を持ってほしい（30 代女性） 

 

本当の意味でのリーダーがいない。（70 代男性） 

 

理想論だけでなく実現可能な案を出して欲しい（30 代女性） 

 

赤城さんの問題をもっと徹底的に麻生や阿部を追求して正義感を貫いて欲しい。それと前

原事務次官のような方を政治家に推薦したいです（70 代男性） 

 

与野党ともに、政治に対してもう少しまじめに見直してもらいたい。民間からしたら「国民

をなめてる」行動がどの議員も多すぎる。「滅私奉公」ではなく「私利私欲」に走りすぎで

ある。（40 代男性） 

 

空回りしている感じがあります。団結して、官邸の悪事を暴いてください。（50 代女性） 

 

コロナウイルスに対しては生活の色々なことが窮屈になり、冠婚葬祭や児童の学習環境な

ど、縮小せざるを得ない状況が続き、いつまで続くのかと不安に思う。かなり我慢を強いら

れていると感じている。他の国は感染者数に応じてロックダウンを再開するところもあり、

日々陽性者数が大きくなる中でどれほどの対策をされるのか、今は緊急事態宣言が発令さ

れた頃に比べると具体的な対策がされていないと感じる。リモートワークをする企業も減



り電車を利用する人も多い。私は福祉業界で仕事をしておりリモートワークは不可能で、そ

ういった人も多いと思う。仕事はせざるを得ないので少しでも不安が払拭されるよう願っ

ている。ちなみに支給されたマスクは使用していない。市場に布マスクが普及するスピード

の方が早く、失策だったと感じた。（30 代女性） 

 

国難に対して歩み寄る政策の提案や協力を進めて欲しい。（50 代男性） 

 

与党のことばっかり追求するよりより良い国にさせることに専念して欲しい。（30 代女性） 

 

与党の間違いを指摘する為に必要。（30 代男性） 

 

反対ばかりではなく、政策を示してほしい。自民党が選択出来ない場合の選択肢となって欲

しいが、共産党のように批判ばかりなので、選択肢に入ってこない。（40 代男性） 

 

批判ばかりの政党はいらない。具体性が足らなさすぎる、文句は国民でも言える。（30 代男

性） 

 

一枚岩となり改憲に反対すべき（30 代男性） 

 

反論・否定だけなら誰でもできます。より良い代替え案をしっかりと準備してから、話し合

いに応じて欲しい。本来あるべき姿だと思います。（40 代男性） 

 

足の引っ張り合いみたいな意見ばかりしてないで協力案と打開策を具体的に打ち明けて計

画を実行しない限り共倒れするだけです。（30 代男性） 

 

野党は無策にしか見えない。首相の支持率がこれだけ低下しているにもかかわらず、有効な

手立てを打ち出せないでいる。野党への期待が高いだけに期待外れに感じる。（40 代男性） 

 

国のために自民党批判だけではなく、共に協力して国民に寄り添ってほしい。（50 代女性） 

 

批判ではなく、しっかりとした理念を持ち、この国の未来像を話し、それに向けての舵取り

対策を取ってもらいたい（50 代男性） 

 

批判だけして、筋の通ったことを発言しないし、自らの責任に立った行動、解決策を出せな

いので与党以上に信用できない。（50 代男性） 

 



与党の批判ばかりではなく、国民の生活が良くなる方向の話合いを進めていただきたい！

コロナの中、国民はどこも大変なのです早急に協力し感染対策と補償も含めてしっかりと

法を考えてください（30 代男性） 

 

野党は一度議員をやめるべき（30 代男性） 

 

野党の中での一致が見られず結局は今の体制を大きく変えるのは不可能だと思う。（60 代女

性） 

 

もう少しまともな議論をして欲しい（40 代男性） 

 

私利私欲のためなのか、国民の為。と良い言葉だけ並べる野党になにも魅力は感じない。し

っかりと議論し、認めるところは認め、結果、支持をあげてもらえてから。（30 代男性） 

 

最近の与党からは、残念ながら政権交代前のような緩み、慢心が感じられる。しかし、対す

る野党最大勢力の立憲民主党は相変わらず非建設的な批判一辺倒で、旧民主党時代からま

ったく成長や変化が見られず深い絶望感がある。国民民主や維新、れいわなど、少数野党の

長期的な成長にわずかな希望を持っているが、このままでは与野党関係なく、政治そのもの

に対する国民の信頼が損なわれる一方だと思う。（30 代男性） 

 

揚げ足とりばかりでなんの政策も出せていないことを真剣に考えるべき。（30 代女性） 

 

政策に具体性がない。自民、安倍晋三の粗探しに終始しているように見える。（60 代男性） 

 

早急に国会議員の給料と人員を削減して、今生活が苦しい方々に支援を行って欲しい。国民

が困窮している時に、何も役に立っていないどころか、GoTo という今一番やってはいけな

い感染拡大を政府が促進しているのは如何なものかと思う。一時的にでも小中企業の税金

徴収を止めれば倒産する企業も少なり、リストラされる人数も少なくなる。（30 代女性） 

 

特に期待はしない（50 代男性） 

 

マスコミの切り取りかもだけど、批判が目立つ。政策、コロナ対策などの意見を前に出すこ

と。（40 代男性） 

 

烏合の衆でいいから大きく一つになってほしい、今の状態では自民党アンチ票も入れにく

い（30 代男性） 



 

批判だけでいざとなったら何もできない（40 代女性） 

 

一枚岩になって与党を追及すべきだ（30 代男性） 

 

批判ばかりではなく、対案を作って議論して欲しい。twitter で批判は一般人でもできます

（40 代男性） 

 

今の政策を批判するのではなく前向きな建設的な意見を唱えてほしい。（50 代女性） 

 

批判をしているだけではなにも解決しない。批判をするならきちんと代替案を出してほし

い。代替案も現実的なものでないと意味がない。もっとしっかりしてほしい。（30 代女性） 

 

与党の政策を批判するだけでなく、野党なりの対策案を持って建設的な議論を行なって欲

しい。報道を見ていると子どもの学級会レベルで、批判しかていないように感じる。メディ

アがそこしか取り上げていないのかもしれないが。（20 代男性） 

 

野党の発するいい意見も耳にするが、なぜそれが反映されていかないのか腹が立つ。（60 代

女性） 

 

なし（18、19 歳男性） 

 

同じような党、議員しかいないのだから、少子化に向けて議員を減らしてください。（50 代

女性） 

 

国会議員が何か解ってない人が大多数。彼らがいる事自体税金の無駄使い。（50 代男性） 

 

何でも反対ではなく、野党が連携して是々非々（60 代男性） 

 

追及や批判だけでなく、対案も知りたい。（30 代女性） 

 

人の振り見て我が振り直せ（50 代女性） 

 

特にない、無駄な質疑応答はやめて 今やらなければならないことを速やかに実施して欲

しい（50 代男性） 

 



与党の揚げ足ばかりとり建設的な指摘は論議が出来てない。また与党に対して対抗となる

受け皿にすらなってない（30 代男性） 

 

批判ばかりでなく、独自の信念を持ち対抗政策をもって論じて欲しい。保身政治ではなく、

国民の安心と幸せの為の政治に身を捧げて欲しい。（70 代女性） 

 

意味の無い答弁は控えて頂きたい（30 代男性） 

 

収入が下がって、家計が苦しくなったのは一般人が一番影響を受けている。政治家はその影

響受けていないように思えるので中途半端な判断しかできていない。政治家の家計か苦し

くなれば政策もすごく変わると思います。もっと一般人のことを考えて欲しいですね、アベ

ノマスクって今でも税金の無駄だと考えてますし、その税金を政治家の誰かワイロとして

もらってる気がする。（30 代男性） 

 

粗探しばかりしていて、有効な意見がされていない。（20 代男性） 

 

政権批判ばかりでわなく、野党しての具体策を聞きたい（50 代男性） 

 

自民党は利権がらみのコロナ対策ばかりなのに、それを阻止できない野党の非力が情けな

い。自民党に変われる政党がないから、自民党が好き放題。しかしコロナで籠もっている間

に国民は賢くなった、声を上げるようにもなった、国民を馬鹿にしていた時代は終わった。

与党も野党も危機感をもち、真に国民の為の対策を考えるべき。（60 代男性） 

 

主義主張はそれぞれあり、違うかもしれませんが、こんなに野党が幾つもに別れていては自

民党に勝てるわけがありません。（70 代女性） 

 

しっかり党として意見をまとめて団結して国民の為にやって欲しい!（50 代男性） 

 

もっと強気でないと勝てない（50 代男性） 

 

追及が細かい揚げ足取りのような質問が多いので、今後も続いてしまいそうなことへの(マ

スクや goto 事業の委託業者の選定理由やマスクなどの転売規制の緩和理由など)具体的に

説明してもらえるような追及をして、与党の監査的な役割を果たしてもらえるとありがた

いと思います。（30 代女性） 

 

多数決では歯が立たないのであれば、別の方法をもっと建設的に考えて欲しい（40 代男性） 



 

自民党に対抗する政党が育って欲しい（50 代男性） 

 

独善的な政権に対し、是正させることができる力を持ってほしい。（60 代女性） 

 

この非常時、誰が政権を担っても、大して変わらない。責任追及に終始するのではなく、政

府に対して新しい提案や協力することも必要では？（50 代男性） 

 

ろくな奴いない（60 代男性） 

 

ｹﾞﾝｼﾞﾂﾃｷﾅ対案もしっかりと国民に提示してほしい（40 代男性） 

 

政策には代替え案を示して対応してほしい。（60 代男性） 

 

反対意見は大切ですが、野党が出す代案が論理的とは言えない。理想ばかりで現実的ではな

いことばかり。評論家はいらない否定も大いに結構しかし、"まともな"代案を出すべき。政

治家として何を目的にしているのか疑問。もし、いい国、幸福な国、平和な国を目的に政治

家をやっているのであれば誰かの足をすくうような仕事ではなくまともな仕事をして欲し

い。国会での議論、審議がその主戦場ではないのか。桜問題などどうでもいいことに時間を

かけないでほしい。調査の名の下、官僚に対する発言が高圧的。その道のプロである官僚に

正論を振りかざすのではなく、プロの意見を聴かせてもらい力を借りるべき。今日本で強く

感じていることとして"日本人神話"をバラまく風潮があると思う。例えば、日本は技術力が

凄い！スペースシャトルの部品だって造ってる人種だけを否定するつもりはないが現実を

見ればスペースシャトルを造る仕組みも能力も無いと思う。この神話が先の大戦の結果だ

と思う。このことを直視して仕事をしてほしい（30 代男性） 

 

与党の粗探しばかりで実効性のある政策が出てこない。（50 代男性） 

 

結束して政権を取ってほしい。（50 代男性） 

 

期待できる野党が全くない（40 代女性） 

 

建設業ですが、コロナが怖くても休めなかった。元々の工期が決められていて、他が皆休み

になって材料が入ってこなくても休めなかった。工場は休みにして、その間に工事を発注す

るところもあり、殆ど休めなかった。（50 代男性） 

 



与党に文句を言ってばかりじゃなくて、早急にやらなければならないことを真剣に考える

べき！（50 代男性） 

 

しっかり対峙するための政策を持って欲しい。（40 代男性） 

 

批判せず対案を（50 代男性） 

 

考え方はひとつではないと思うので、反対の意見も聞くべきだし、それにたいしてお互いに

考えるべきだと思う。何事も決めつけは良くない。（50 代女性） 

 

今の与党のコロナ対策も腑に落ちない点多いが、2011 年の東日本大震災の民主党時代の絶

望感よりかなりマシ。与党議員に対する個人攻撃や、今議論すべきでない事に時間をかけた

り、内情もよくわからないで反対ばかりしているイメージ。（30 代女性） 

 

反対、批判だけでなく、しっかりした対立軸(政策)を示す、あるいは建設的な修正案を提示

して選択肢を増やして欲しい。（70 代男性） 

 

結集すべき（50 代男性） 

 

与党批判だけでなく、物事の真意を捉えよ。（40 代男性） 

 

早く、政権を担える十分な力をつけて欲しい。（60 代男性） 

 

疑惑続きの安部政権に何も出来ないのが情けない。（30 代男性） 

 

与党を責めるだけではなくて、建設的に考えてやってほしい。（40 代男性） 

 

目先の自分の利益ではなく日本の事をきちんと考えて欲しい（20 代男性） 

 

全野党団結してがんばるしかないでしよう（70 代女性） 

 

政治のことをもっと勉強する。（60 代男性） 

 

全く何も期待していない。与党を批判するだけでは何にもならない。もっと日本を良くして

行くために協力するところはしていくべきであると思う。（50 代男性） 

 



野党の力が弱すぎる政府のやり方が悪いので、もっと力強くなってほしい。今のままでは世

の中が良くならない。（70 代女性） 

 

外交と経済に対する実力をつけてもらいたい。（40 代男性） 

 

大きな一本柱を持って欲しい（70 代女性） 

 

細かい事で離れたりくっついたりで、雑魚の集まりみたいになってる。大きな志を持って団

結して巨悪を打ち倒す気概が欲しい。（40 代男性） 

 

与党を責める理由も、くだらない人のあげあしをとるような事しか言ってないし、そもそも

政権をとる気が、あるのかすらわからない、こういう世の中にしたいとかのビジョンも見え

てこないです。もっと本気で取り組んでほしいです。国民が政治に興味を持つ事やるべきで

す。今のままでは、誰が政治家になっても、総理になっても一緒です。政治のプロの力が見

せて欲しいものです。（40 代男性） 

 

多角的な方面からの誠実な議論を（20 代女性） 

 

批判だけで無く、代案を示して欲しい（20 代女性） 

 

貴重な議論の場を自民党の不始末等について長々と何度も質疑ぜず、根拠を明確に簡潔に

質問して、本来議論すべき事に注力。併せてわかりやすく施策を示して、議論してほしい。

（50 代女性） 

 

もっとしっかりしてください！だから与党が傲慢になるんです。国民の声を反映するのが

政治家なのでは？議員同士の足の引っ張りあいではなく、国政をちゃんとしてほしいです。

(野党ではないですね、政治家全体に対してでした)（30 代女性） 

 

コロナ渦の今こそ協力的になるべき。（20 代男性） 

 

政権を取りたければ まずはシャドウ内閣を作って、具体的に責任有る政策を国民に訴え

るべき。個別案件の議論を国会でパラパラやられても、国の行く末が見え難くて支持を躊躇

われる。政策を上手にインターネットや マスメディアに載せて、多くの人の意見を募り、

更に政策を磨き上げる努力をすべきだと思う。それが 多くの人々の支持獲得につながる

と思う。（60 代女性） 

 



話にならない。野党がクソだからいつまでも自民党に変わる勢力がでない（40 代男性） 

 

与党批判を対案提示という形で行って欲しい。（20 代男性） 

 

自民党一強を終わりにして欲しい（30 代男性） 

 

多少の違いは妥協が必要。野党で協力し、早く安倍政権を倒して欲しい。（70 代女性） 

 

野党はまとまりがない！野次も飛ばし過ぎ！パットした人がいない！（70 代女性） 

 

批判するだけでなく、意見をもっと述べてほしい（30 代男性） 

 

頼りなさ過ぎる（50 代女性） 

 

政府の批判しか表に取り上げられていない。自分たちならどうするかを発信して欲しい。

（20 代男性） 

 

日本をひっくり返せる党ががんばってくれればいい。（30 代男性） 

 

弱い（50 代男性） 

 

綺麗事ばかりではない、多数をまとめられる、まともなリーダーが欲しい（50 代男性） 

 

国民の利益を考えているとは到底思えない。新型コロナウィルス問題や現在の国際情勢な

どを考えると、与党が気に食わなくても一時的に協力して問題に取り組むべきだと思うの

だが、自分たちの利益しか考えていないように思える。（40 代女性） 

 

アメリカのように単独の政権ができるレベルの正しい野党がができてほしい（60 代男性） 

 

特になし（50 代女性） 

 

文句を言うだけで全く役に立たない政党が多すぎる。（50 代男性） 

 

政策立案能力が無さすぎる。批判する力もない。議員個人が目立ちたがっている。国民の声

を聞こうとしているとは思えない。（50 代男性） 

 



すみません、よく分かりません（30 代女性） 

 

政策をもって与党と戦って欲しい。魅力的かつ将来に希望がもてるような政策が１つもな

く、ただ与党に対しての小さいヤジにしか私にはうつらない。現在、政党合流など一見活発

な動きに見えるが、これまで新党結成から分裂を何回繰り返してきたことか。政党名に拘る

のではなく、政策内容で勝負して欲しい。よって現在の野党が結党しても与党になることは

無いでしょう。（40 代男性） 

 

結果の出る活動をしてほしい。（50 代男性） 

 

もっと具体的な指針を提示してほしい（50 代男性） 

 

喧嘩してる暇があるなら具体案を明確にしてほしい。野党で無くても（18、19 歳男性） 

 

しっかりしろ（40 代男性） 

 

与党以上になってない。（50 代女性） 

 

大義を掲げ将来像を共有し小異にこだわらない自民党に対抗する軸としてまとまって欲し

い（60 代男性） 

 

批判するだけでなく、代替案を出す。（50 代男性） 

 

とくに、立憲民主党、社民党、共産党、など日本国の癌。摘出手術しないと毒される。（50

代男性） 

 

特に無い（30 代男性） 

 

有言実行して下さい（50 代女性） 

 

与党と薄っぺらい喧嘩言い争いをしているようにしか見えない。（18、19 歳女性） 

 

国民が仕事を失い、１日１日の生活に苦戦していても他人事。国民の税金で何の苦労もなく

生活水準も変わらず、もっと働け！！と思う。（40 代女性） 

 

批判ばかりで聞きあきた。前の民主党が政権取ったときは支持して投票したが、結果はがっ



かりした。もう二度と支持しない。（40 代女性） 

 

与党の揚げ足とりじゃなく政策をもっとアピールすべき。（30 代男性） 

 

烏合の衆（40 代男性） 

 

批判ばかりではなく、具体的な政策を提案してもらいたい（30 代男性） 

 

批判するのは結構だが肝心な政策、決まり手がない。どの政党も言える事だけど、もっと生

産性のある若い世代にもダイレクトにアプローチする政策が必要と考える。（30 代男性） 

 

サボってばかり。建設的な意見交換を与党と出来ないなら辞めてほしい（50 代男性） 

 

もっと頑張って（40 代男性） 

 

国民が今何を考えているか。与党のどうでも良いくだらない事を、追求したり時間の無駄！

国民あっての国だと言う事を忘れている。（60 代女性） 

 

今の野党は全く意味がなく税金の無駄。邪魔なだけ。（40 代男性） 

 

コロナウイルスに限定して与党と国会を開くべき（60 代男性） 

 

揚げ足をとる事ばかり言わないで、肝心な議論をして欲しい。時間の無駄遣いをするのがわ

かっているから与党は臨時国会の必要が無いと言うのではないか。（60 代女性） 

 

国会で批判ばかりするのでなく建設的な議論をして頂きたい（20 代男性） 

 

もう少しまともな質問をして欲しい。（30 代男性） 

 

国会をもっとうまく使って欲しい。自民党のあげ足を取るだけで時間を空費するのはもっ

たいない。野党の理念をはっきり示してほしい。せめて原発に対する考え方だけでも 強力

に打ち出してほしい。（70 代女性） 

 

やっぱり自民党とはまるで思っていないが、野党がやってる事を見ていても、重箱の隅を突

いてばかりだし、徹底的にやるべき時に的外れだったり、すぐブーメランばかりで、まるで

期待できない。追い詰める材料はいくつかあっても、追い詰めることができないし、そんな



ことより今は別のことをやるべきだろうと思うことも多々ある。共に動くべき時はそうす

るべきで、国を良くすることより自民をやり込めるために動いている。さらにそれができて

いない。自民に見切りをつけられて、民主党が政権を握った時も、まるでダメだった。あの

時は口ばかりだと思ったが、今の野党は口もダメだと思う。（50 代男性） 

 

ホントの意味での野党という物を考えもう一度立ち返って野党の意義を果たして欲しい

（40 代男性） 

 

政策論争をしていただきたい（50 代男性） 


