
＜①政策要望＞ 

 

安部内閣の路線維持継承、安易な外交妥協。（50 代男性） 

 

応援しています。働く内閣に期待しています。携帯料金引き下げ、NHK 料金引き下げをよ

ろしくお願いいたします。（50 代女性） 

 

安定した環境で、じっくり取り組んでもらいたい。人気取りの短期的施策に走らないでほし

い（40 代男性） 

 

日本国民に対しても、諸外国に対しても自分の意見をきちんと言える総理大臣であってほ

しい（30 代女性） 

 

人柄の良さがマイナスにならないように言うべきところは言って内外ともに毅然とした態

度をとってほしい。菅首相ならではの政策を是非実行してもらいたい。（50 代女性） 

 

コロナ対策、景気対策を重視してほしい。（40 代女性） 

 

古い体質を変えて欲しい（40 代女性） 

 

市民目線の政策（50 代男性） 

 

外交問題を強気で攻めてほしい。（40 代男性） 

 

まずはコロナ終息に向けて、それに絡んだ色々な問題について尽力してほしい。（40 代女性） 

 

新しい政策を打ち出して欲しい、（70 代男性） 

 

国民が安心安全な生活が営める国造りを希望します。特に福祉に注力して頂きたい。（60 代

男性） 

 

行革、規制改革に集中してほしい。また、中韓には冷淡かつ厳しい態度でのぞむべきである。

（60 代男性） 

 

縦割行政にメスを入れて、無駄を無くし、悪しき前例主義を打破して欲しい。若い人が結婚



して、子供を作り普通に暮らせるように生活水準の低い人にも希望が持てる世の中にして

欲しい。悲惨な戦争が、再び起きないようにして欲しい。中国や北朝鮮に対して、もう少し、

強い態度で外交政策をして欲しい。国債を子供や孫達に負の遺産として、引き継がせないよ

うにして欲しい。貧富の差を少なくして、犯罪の無い世界一安全な国にして欲しい。期待し

ています。（60 代男性） 

 

100 年後の日本も幸せな持続可能な世の中にしてほしい（20 代男性） 

 

今までは縁の下の力持ちでしたが首相になり、さらに政治への改革の力を発揮して日本を

かえてほしい。（50 代女性） 

 

安倍政権そのままに沖縄の基地問題を、全く聞く耳なく「粛々と」推し進めるｽﾀﾝｽは、心か

ら止めて欲しい。コロナ対策も含め、真の福祉・教育・労働対策を。（70 代女性） 

 

デジタル庁が出来たのはいい事だと思う。大臣もデジタル機器を活用してて好感が持てる。

どっかの担当大臣に知識もないのに椅子に座ってる使えないハンコ好きがいたが、あれよ

りずっと期待できる。少子高齢化対策として子どもを産む時だけ手当しますでは無く、お金

が無くても子供を育てられるくらい学費を抑え保育園の確保を進めて欲しい。また、福祉職

(保育士、介護士など)専門性を持って資格を持って働いてる割にお金が手取り 15 万で働い

ている職場がおおすぎる。今大学の保育科でも学生集めが大変なんだそう(給料低すぎてな

り手がいない)安倍政権のときの保育料免除でしわ寄せがあったのは預かるがわの保育士だ。

子供を増やしたいなら保育士の給料を最低手取り 20 万くらいにしてほしい。（20 代女性） 

 

日本の役所手続などのデジタル化は遅れているので、他国を参考にして、国際水準に追い付

くように努力してほしい。（50 代男性） 

 

官僚や各省庁の縄張り意識の縦割りをなくしてスピード感のある国にして欲しい。（50 代男

性） 

 

コロナで冷え切ったので、経済対策に期待します。（30 代男性） 

 

コロナ対策の継続を 1 番に上げている点を評価します。（50 代男性） 

 

もっと若者に響く施策を！短期かも知れないので思い切った人事を期待していた。（40 代男

性） 

 



安倍政権を引き継ぎながらも、菅さんらしい力を持って突き進んで欲しい（60 代女性） 

 

私はイベント業や観光業を生業としているのでコロナウイルスに関わる収束前後での経済

対策に期待しています。また、外交面ではより良い日本のため、毅然とした対応を求めたい

と思います。（20 代男性） 

 

景気回復の為に消費税を期限付きで下げる。その後 10%にする。（50 代女性） 

 

広報の強化対中国政策の明確化（40 代男性） 

 

10 年、20 年先を見た政策をして欲しい税金の無駄使いをやめて(安倍のマスク等)無駄を省

き、合理的な改革をして欲しい（50 代男性） 

 

官僚支配から国民の民主主義を取り戻してほしい。（50 代男性） 

 

未来に希望が持てるように導いて欲しい（40 代男性） 

 

規制改革，議員の定数や議員報酬の削減など、身を切る改革を行ってほしい。（40 代女性） 

 

安倍政権の継承をすればそれでいい。首相は国民から信用されずに辞任したのではなく病

気のためなので、大きな変化は必要としてない。菅内閣に求めるのは安倍政権の継続と成

長。（18、19 歳男性） 

 

１．経済の活性化を推進して欲しい。その点、行政改革・規制緩和は評価できる。 ２．外

交：領土問題、拉致問題など主権に関わる問題には、今まで以上に注力してほしい。（60 代

男性） 

 

諸外国へは、毅然とした態度を取ってほしい。（40 代男性） 

 

コロナ禍により今後の生活に不安が出てきています。経済対策と普段の日常を取り戻せる

社会の構築をお願いしたいです。（40 代男性） 

 

尖閣を始めとした領土保全に関して実行を伴う厳格な対応を期待します。（50 代男性） 

 

相続税や贈与税を無くして年配の人のお金をアクティブな若い層に早く渡せるようにして

消費を促すべき！日本には金がないのではなく貯金されたまま動いてない、もしくは偏っ



てるだけ。（30 代男性） 

 

国際競争力を高めるための改革推進、施策実行してほしい（40 代男性） 

 

良い所を引継ぎつつ、必要な箇所はスピード感を持って改革していって欲しい。特に少子化

問題（30 代男性） 

 

自民党を支持するわけではないが、他に妥当な党がいない。菅さん自身には具体的な政策に

好感を持っているので、これまで 2 番手として実務に関わった実績で、着実に政策を進め

る事を期待しています。（40 代女性） 

 

自公連立でアベノミクスを頑張って下さい。また外交にも力を入れて下さい。（50 代男性） 

 

色々な事がいい方向にいかない時なので、無謀な事をせず、着実に落ち着いて政策を進めて

いって欲しい。（50 代女性） 

 

韓国に対する外交姿勢は安倍政権の政策を維持してほしい。（60 代男性） 

 

健康第一に、がんばってほしいです。未来の日本に負担を残さないように、お願いします。

（40 代男性） 

 

政策を確実に実行して欲しい（50 代男性） 

 

電話代の値下げ、早くやること。（50 代男性） 

 

これからの様子を見ての評価だと思う、ただ、コロナで全国民が大変な中、医療や子どもに

かかわる仕事の人頑張ってほしい、そんな中、お給料の余り変わらない人には、大変な人を

どれくらい助けられるか見ていきたいし、頑張ってほしい、いままでギリギリで生活して来

た人はどうしているか、犯罪にもなると思うので、なるべく早く、動いて欲しいです。（60

代女性） 

 

アジア外交については安倍さん同様強気でやってほしい（40 代男性） 

 

アメリカとの同盟関係を重視で。出来れば台湾の国家承認も。中国とは距離を置くべき。（30

代男性） 

 



外国籍の方々に日本の土地を売るのをやめてほしい。国の重要拠点の近くに外国籍に買わ

れた土地を国が買いとって欲しい（50 代女性） 

 

施策の目的とメインターゲットを明確にして、恩恵を受ける方と受けない方に施策方針と

その理由を説明してほしい。八方美人の説明は要りません。（40 代男性） 

 

派閥に囚われず、無駄な官庁等の経費を減らし、必要な事にお金を使って欲しい（40 代女

性） 

 

国の安全保障、経済対策、コロナ対策（60 代男性） 

 

新型コロナはこれまでに例のない経験でもあり施策に賛否両論出るのはやむを得ないが批

判を恐れず、国民の生活を守るため迅速な判断、対応を示してほしい（40 代女性） 

 

新たな給付金支給をお願いしたいです携帯電話料金値下げガソリン価格の安定（50 代男性） 

 

新型コロナの検査体制の充実、感染者の徹底的隔離と管理をして欲しいと思います。そして

早期収束して貰いたいです。私もコロナで失業した一人です。（40 代男性） 

 

地方は疲弊しています。農作放棄地が沢山有ります。国の根幹となる一次産業の活性化に力

を入れて欲しい。本当に額に汗をかき、日々の食事の事にしか思考が巡らせれない人が沢山

います。その裏で金が金を生む様な経済で生活している人がいるのが納得出来ません。真面

目に生活している人にこそ全うに生活できる世の中にしてください。（40 代男性） 

 

携帯料金より他の経済対策を行うべき。（40 代男性） 

 

民主主義国と連携、同盟して、専制国家の膨張や人権抑圧に対抗しなければならない。（60

代男性） 

 

派閥やしがらみに負けずに必要な政策を真剣に考え、命がけで国民の為に頑張って欲しい!

（60 代女性） 

 

誠実に大胆な政策を実施して欲しい 信頼できれば国民はついていきます MMT 理論も

勉強して積極的に財政投資を国民に行って欲しい 国の借金は国民の財産です （60 代男

性） 

 



大阪都構想に協力してほしい（50 代男性） 

 

物言える、堂々とした、日本 JP に、導いて欲しいです。（50 代女性） 

 

人柄も良く、今までの政策の良い点を残し、悪い点を無くしてくれそう。在日韓国人への投

票権や、帰化への優遇も考えてほしいと思います。（30 代男性） 

 

安倍前首相の政策を継続することも大事だか、自身が思うように自由な政策を進めて欲し

い。コロナ禍の中で日本全体が疲弊する中、国内外に対して国と国民が以前にも増してより

一層強くなれるような政策を期待しています。（30 代男性） 

 

これまでの政策をさらに発展させてくれれば良いと思う。（30 代男性） 

 

省庁、予算ほか官僚制度等行政改革。特に特別会計のチェック機能の見直し。（50 代男性） 

 

行政改革をしっかり推進してほしい。民間企業の経営に口先で介入しないでほしい。携帯キ

ャリアに忖度させるようなやり方は、安倍政権の悪い面をそのまま受け継いでいる。格安ス

マホがあるのだから、政府がサービス料金に口を挟むべきではない。一方、電波オークショ

ンは導入すべきだと思う。（40 代男性） 

 

コロナ対策、拉致問題解決、憲法改正（60 代男性） 

 

弟が就活中ですが、コロナの影響で新卒採用をストップしている企業が多く、内定を取るこ

とが難しい状況です。これからの日本を担う就活中の学生のために、雇用を生み出し、支援

する政策を期待します。（20 代男性） 

 

キャリアの料金引き下げて欲しい（20 代男性） 

 

安倍さんの弱かった内政、とくに官僚政治（縦割り無調整）の統制や規制改革（デジタル化、

ソサエティ５への転換）を、市民目線で強力に推進されることを期待します。（30 代男性） 

 

中韓に、毅然とした態度でお願いしたい（50 代男性） 

 

外交問題が山積しています。早急な行動と発言を行うべきでしょう。（40 代男性） 

 

期待しています。とくに河野大臣のオールド左翼メディアの偏向報道対応や広く国民の周



知が必要な正しい皇統継承についてなど。（50 代女性） 

 

デジタル化を推進してもらいたい（60 代男性） 

 

格差の無い社会を実現して欲しい。（60 代男性） 

 

安定した政権運営の下に引き続き構造改革を行ってもらいたい。特に産業構造、役所手続の

ＩＴ化を早急に改善して欲しい。仕事柄、海外への渡航が多いため、早急に東アジア関係国

との渡航規制に対策を打ち、できれば緩和していただきたい。（30 代男性） 

 

経済対策、外交、防衛問題、福祉等問題山積、公平感とスピード感を持って事にあたって頂

きたいです。（60 代女性） 

 

韓国と断交。増税よりも生活保護費支給の有期化（3 年など）を求む。（40 代男性） 

 

コロナ対策と経済対策の両立を期待。外交面では対中政策に期待する。（30 代男性） 

 

コロナ対策子育て世代への支援（30 代男性） 

 

不妊治療保険適用を早く行ってほしいです。期待しています。（30 代女性） 

 

コロナを早く終息して欲しい（50 代男性） 

 

憲法改正（50 代男性） 

 

ブレずに縦割り行政を改革して欲しい。（50 代男性） 

 

世襲の国会議員ではない方なので、国民の目線に立った政策を実行してもらいたい。（30 代

男性） 

 

中国韓国との外交をしっかり対応してもらいたい（40 代男性） 

 

短期政権なので痛みを伴う改革を（30 代答えない） 

 

・コロナ渦中、社会を支えるために現場で頑張った、医療従事者、介護関係者、保育関係者、

学童保育関係者に対し、もっとしっかり様々な保障をしてあげて欲しい。飲食店業界も、コ



ロナの影響でかなり悲惨なことになっている。現状にあった救済措置をすぐにでもやらな

いため、店は減り、今後の経済活動に大きく影響する。（20 代男性） 

 

原子力発電はもう入りません核燃料の処分を考えるとこの先問題が大です本気で考えて欲

しい（70 代女性） 

 

官房長官として支えていた時に、私ならばこうするだろうと思っていた政策が多々あると

思います。それを今後に生かし、地味でも堅実に国民がどう思っているかを忘れずに、コロ

ナ禍の今を少しでも不自由なく生きられるような政治を進めて欲しい。（40 代女性） 

 

本当に困ってる人や立場が不利な人、弱い人の支援が中々行き届かない。どちらにも当ては

まらないから困ってるといった人々がいる事に目を向けてほしいです。障害児、障害者、育

児支援労働環境が整ってない所、療養休暇の見直しを求めます。（20 代女性） 

 

トランプ大統領とともに対中包囲政策を推し進めるべき （50 代答えない） 

 

官房長官時代に引き続き手堅い政権運営とともに、規制緩和、行政改革に取り組んでほし

い。（50 代男性） 

 

コロナ対策をしっかり進めるのと、外交・防衛に力を入れて中国、韓国、北朝鮮等に舐めら

れないようにして欲しい。（40 代男性） 

 

コロナウイルスに対する給付金の追加など、公助を目的とした対策を行なっていただきた

いです。また、自らにダメージがある内容であったとしても、前首相の行った不祥事、不始

末に関して追及し解決していく義務があると思います。（20 代女性） 

 

中間層に対する支援が必要特に教育費にお金がかかるそうなると、子供をあきらめるひと

たちも増えさらなる人口減少につながる公立学校では満足してない世帯が多いのは、時代

とあってないためなんでしょう。（40 代男性） 

 

通信料金値下げは不当な介入だと思う。データ利用量の増加、日本ならではの手厚いライフ

ライン維持にかかっている費用等多面的に考慮、分析せず、国民の支持を得るためにわかり

やすい携帯電話料金値下げを要求したり、収益に意義を唱えるのは資本主義社会としてお

かしい。また地方創生について、昨日の記者会見で 27 年ぶりに地方の地価上昇と話されて

いたが、多くの自治体では人口減による税収減で橋等の公共設備改修ができないところも

ある。全国民が安心して今後も暮らせるように、弱者に目を向ける地方創生を行ってほし



い。（30 代女性） 

 

適所適財の国家戦略を願う。（50 代男性） 

 

経済政策を国民目線で改革して欲しい（40 代男性） 

 

前政権路線を引き継ぎながらも、菅さんのカラーを出して政策を推し進め欲しい。（50 代女

性） 

 

コロナが終息するようにお願いいたします（40 代男性） 

 

全体的に早く若返りさせて、二階氏には辞めて頂きたい。経済・福祉・外交を充実させて欲

しい。（50 代男性） 

 

安倍元首相の存在を気にせずに、本当に自分の考えを主張して欲しい！もし菅さんが石破

さんの立場でも果たして総裁選に出馬したのかどうかが疑問です。当選確実だから出馬し

たんでは？という疑問しか残っていません。周囲から担ぎ上げられた傀儡政権と思われな

いよう、本当に自分の考える理想的な日本を追求して欲しいと思います。外交面でも弱腰に

ならず、尖閣諸島に近寄る中国に対しても毅然とした態度と対応をして貰いたいものです。

その他の外交でも強い日本を全面に押し出して、それを示して欲しいと強く思っています。

（60 代男性） 

 

残り総裁任期の急場凌ぎであって欲しくない。長く安定した内閣であって欲しい。先進国に

もかかわらず、貧困家庭、特に子供の貧困がこれほど多いのは、どう考えてもおかしい。親

の貧困が子供の虐待に繋がっているようにも思う。アベノミクスの経済政策は、大企業に対

してはいいかもしれないが、この貧困問題を是非何とかしてほしい。（50 代男性） 

 

消費税を 0 にして、MMT にての国債を増やし、疲弊したインフラに公共投資をし、景気を

上げ GDP を回復して、元気な日本を作って貰いたい！！（70 代男性） 

 

心機一転、新たな政策を持って行動をして欲しい（20 代男性） 

 

国会議員にタイムカードを導入・情報開示の黒塗り禁止(個人情報の隠れみの)必要な場合は

裁判令状(最高裁の任命権者は政権与党だが)時効の廃止。議員廃止・都道府県知事でやれば

いい 47 人で済む(防衛・財務等必要最小限)カナダや福島県矢祭町の様に市区町村議員も夜

間や仕事兼務でやる。その他多過ぎて書ききれない。とにかく税金の三重・四重のかすめ取



りは止めてくれ！エンゲル係数でトータル税金が約２/３の国は日本だけ！１千兆円以上

の国の借金(国債等)の責任は国会議員です。また消費税は社会保障に使うの約束を１/３以

下で後は借金の返済(利息分)嘘だらけ！本当に有りすぎて書けない。（50 代男性） 

 

若い世代の教育や待遇に力を入れてもらいたいです。日本の幸福度が低い、親世代でもその

ように感じるので子供たちには明るい未来があると思えるような国にしてもらいたい。（30

代女性） 

 

①韓国、中国との外交問題。もっと強きな姿勢で望んで欲しい。②拉致問題の早期解決③国

民への社会保障制度の改善（50 代男性） 

 

携帯電話の料金値下げに期待（40 代男性） 

 

金が足りなくなったら増税すれば良いという考えは捨てて欲しい。その前に無駄な支出が

ないのか調査検討を。（30 代男性） 

 

今は、期間限定で減税を行い、経済力の回復とコロナの収束を目指し、安全運転政権で、進

んでもらいたい。（40 代男性） 

 

規制改革、憲法改正、消費税廃止。小さな政府を指向しながらも、人権の礎たる安全保障関

連の予算を増額していただきたい。憲法改正は急務。（50 代男性） 

 

社会保障の充実と、少子化対策に期待。法政大学の後輩として、初の法政卒総理として嬉し

い。（20 代女性） 

 

日韓基本条約堅持お願いします。（60 代男性） 

 

経済成長に繋がる政策を実行してほしい。（50 代男性） 

 

経済政策や官僚の文書管理は変えて欲しいが、外交政策については安部総理の路線を引き

継いで欲しい。（40 代男性） 

 

コロナに振り回されず、経済優先でやってほしい（50 代男性） 

 

安倍さんのいい所は外交に強気だった。引き続き、外交、特にロシア、中国、韓国に対して

強気で行って欲しい。韓国の様な手のひら返しする国には強い態度で！消費税を無くすか、



3％まで引き下げるべき。妊婦や子育て世帯ばかり優遇ではなく真面目に税金納めてる会社

員の夫婦世帯にも恩恵のある政策をするべき。子供がいない理由は不妊ばかりではない。そ

こをはき違えてる政治家が多すぎる。（30 代女性） 

 

目に見えるコロナ対策をしっかり行ってほしい。メディアがただ不安を煽っているように

も感じる。正しい判断をお願いします。（20 代女性） 

 

韓国には毅然とした態度で向かって欲しい。韓国には支援しないで欲しい（30 代男性） 

 

行政、制度などスピード感のある改革を望みます。（30 代男性） 

 

安倍さんがやり残したことを実行してほしい（60 代男性） 

 

改革よりも国民の所得をあげてください。自助や共助はもう限界です。収入の 45%を国に

持っていかれます。残りで生活するのが、やっとです。、子供養うなんて無理です。消費税

を廃止し、使えるお金を増やしてください。（40 代男性） 

 

中韓に対し強気の姿勢で。（50 代男性） 

 

大企業等の一部の方を優遇するこれまでの路線から、中小企業、一般国民に寄り添った政策

をとっていただきたい。（30 代男性） 

 

中小企業の再編に期待。他は臨時内閣の性格。（40 代男性） 

 

コロナ対策を最優先でやって欲しい。結果次第では支持したい。（50 代男性） 

 

コロナをしっかり収束させてほしい。（40 代男性） 

 

経済成長に繋がる規制改革を行ってほしい。（40 代男性） 

 

縦割りを壊すと言っているが、不要な所にお金を出さずに、本当に国民の為になる事に使う

様にしてほしい。（40 代女性） 

 

コロナ対策、経済対策、東京オリンピック、外交・安全保障など直ぐにやらなければいけな

い事案が山積みです。携帯電話料金の値下げも良いですが、優先順位をつけ、人気取りの政

策だけやるのではなく、本当の意味での「国民のために働く内閣」として働いてください



（30 代男性） 

 

中国、北朝鮮、ロシアに対して明確な姿勢を示してほしい（40 代男性） 

 

まず 景気対策として 期限をきめて 消費税を３パアにしてください（60 代男性） 

 

安倍内閣の路線を引き継いで、頑張って下さい。竹島を乗っとり無理難題を言って来る韓国

に、強い姿勢で望んで下さい。（60 代女性） 

 

あと 1 年以内の短命と考えずに奥深い施作を実践してほしい（50 代男性） 

 

外交路線を引き継いで、無力な野党に負けないように国を運営していってほしい（40 代男

性） 

 

コロナ、経済の回復、外交では中国、韓国に対して、妥協せず強く対応すること（70 代男

性） 

 

安定した社会を、お願いしたい（40 代男性） 

 

外交、安全保障で安易な妥協はせず前政権の路線を継続してほしい。（40 代男性） 

 

デジタル化を強力に進めていただきたい。平井大臣に期待する。（60 代男性） 

 

このままの路線が続けば日本は自国経済以外の政治、文化、科学、人権等が後進国になって

しまう。政治に忖度しない自分の省庁の施策に胸を張って国民に官僚が論理的に説明でき

るように、官庁の縦割り構造を極力廃して横断的ネットワーク構造へ抜本的に変えるか、米

のようにトップが変われば官僚的役職は総入れ替え人事としなければ、明治以降の日本の

旧態依然の構造は変わらず経済ま後進国になる懸念大。例えば環境省など明らかに世界レ

ベルで劣る省庁は、縦割りである限り永遠に機能しないお飾りのままで、環境問題解決は不

可能なままになる。環境といった横断的なものこそ、環境省を解体し各省に環境法令遵守部

局を設けて、解体した環境省を調整官庁時代の環境庁水準以下に人員を削減し、利害調整と

法令作成に特化した環境施策庁と、官僚ではなく環境関連の法令から研究までを十分理解

しているプロ集団として、各省環境法令遵守部局の業務実態を検査する会計検査院の環境

版環境検査院を設置するような弱小環境省を実質を得るためにぶっ壊す気概を持って欲し

い。日本をぶっ壊した首相の息子は親の度量と賢さを持っていないが、息子ならその程度が

出来なくて将来の首相候補とか言われ続けると日本はお先真っ暗。（50 代男性） 



 

コロナ対応は当然ながら、早期に社会保障制度に取り組んでほしい。（60 代男性） 

 

外交では最も強気であって欲しい特に韓国それと中国もこのままだと日本の未来と今の子

供達の未来は無くなる（40 代男性） 

 

コロナ対策と行政機関の効率化を期待（60 代男性） 

 

地道に国民目線で政策を行って欲しいです。（70 代男性） 

 

財務省の言う事は聞かず、消費税を撤廃して景気回復を念頭に政治をしてください。外交、

防衛問題他いろいろ有りますが、兎に角国民の為の政治をして欲しい。（50 代男性） 

 

中韓に対し毅然とした対応を（50 代男性） 

 

不妊治療への保険適用には期待したい。ただ、国から見れば少子化対策の一環なのだろう

が、私はより多くの国民が自己実現を可能にするための一歩だと捉えたい。私は国のために

産むのではなく、私と家族と子供のために産みたいので。不妊治療も含め、国民にとっては

選択肢が増えれば増えるほど、自己実現の可能性が広がり幸福度も上がってゆくのでは。同

性婚や夫婦別姓もそこに含まれて然るべきだと考えているので、新政権には多様性を寛大

に認めてあらゆる選択ができる環境を整えてほしい。（20 代女性） 

 

経済再生、行政改革等やれる事は手を着けて出来ればやり遂げて欲しい。（70 代男性） 

 

課題はいろいろ有ると思いますが、ひとつひとつ確実に乗り越えて欲しい（40 代男性） 

 

縦割り改革がどこまで出来るか全力でお願いしたい。（60 代男性） 

 

苦労人という面を押し出していくのであれば大企業の優遇ではなく低所得層への保障をし

っかりお願いしたいです消費税は大企業への法人税減税の穴埋めに使用するのではなく、

選挙の時などに言っていたとおりに社会保障の充実に使用するなど税金の使い道をきちん

としてほしいです一般市民感覚を思い出して、一般人の私たちが安心して暮らせる社会に

してください（40 代女性） 

 

外交防衛をしっかりやってもらいたい。（60 代男性） 

 



新たな政策、特に経済政策を望みます。高齢者世帯に経済的な補助は必要なし、現役世帯に

手厚くしないと、経済成長はない！（40 代男性） 

 

・初志貫徹・透明性、スピード感のある政治・拉致問題、領土問題等の外交問題の解決を期

待する。（20 代男性） 

 

目玉となる様な政策を何点か挙げていましたが、とにかく国民にも分かる実績を残して欲

しい評価はそれからだと考える（50 代男性） 

 

福祉関係の仕事をしています。人手が足りず、ギリギリの状態でハードな勤務状態…給料も

安く、生活もギリギリ…今はなんとか持ちこたえてますが、いつまでもつかどうか…生活介

護の作業所なのですが、補助金などの見直しをお願いしたいです。現状のままでは、従業員

の賃上げ、人材の補充も出来ない状態です。是非見直しをお願いしたいです！（50 代女性） 

 

 この新型コロナの影響で仕事が減り、生活が苦しくなっています、さらに持続化給付金の

対象外だったのが、さらに私の生活を追い詰めています。 私のような境遇の人にも支援が

行き渡るようにして欲しいと思います。 健康で文化的な最低限度の生活を営むことは国

民の権利でもあるので、早急に対応されることを期待してます。（20 代男性） 

 

世界中が感心する政治－経済の運営をお願い致します。（50 代男性） 

 

難しい事に挑んで欲しい日本がどうやって世界で生き残るのか、ビジョンを示して欲しい

（50 代男性） 

 

経済政策、コロナ対策では安倍政権の路線を継承してほしい。外交、安全保障では毅然とし

た対応をお願いしたい。（30 代男性） 

 

強烈なリーダーシップを発揮してほしい。韓国に対しても強気でどっしり構えてほしい。

（50 代男性） 

 

新型コロナウィルス対策で、危険な時期であれば、政府は明確な指導をいたほうが良い。（40

代男性） 

 

東京一極集中を改善する、あらゆる政策を国民に見える形で進めて欲しい。期待していま

す。（50 代男性） 

 



100 人いて 100 人が満足する政策はないが、バランスのよい落としどころを見つけて、納

得がいく政策を実現してほしいです。ただ批判すればよい野党とは違い、政策を実行する力

を見せてほしいです。（40 代男性） 

 

民意を汲み取った政策をお願いいたします。（50 代男性） 

 

声の大きいマスコミや特定野党に惑わされず粛々と政策を進めて欲しい（20 代女性） 

 

国会議員の数を減らすか収入を減らして欲しい。コロナで収入がない人がいる中、国会議員

の収入は高いままなのはおかしい。（50 代男性） 

 

米中戦争では、アメリカ側についてほしい（40 代男性） 

 

出身地に戻って故郷の空気に触れ、家族に会いやすくなるよう、まずは海外との行き来を極

力制限し、国内でのコロナウイルス収束に努めてほしいと考えます。（20 代男性） 

 

思い切って改革を進めてほしい。（60 代男性） 

 

安倍内閣同様に長期安定政権運営をしていただきたい。日本の経済政策の一貫性をもち、周

回遅れとなっている最先端技術の開発や活用を進めるとともに、米中対立が進む国際社会

への影響力を高めてほしい。（30 代男性） 

 

中国への対応を毅然としてほしい。電波オークションを始め既得権益の打破をお願いした

い。（50 代男性） 

 

きちんと仕事をしてほしい（50 代男性） 

 

消費税減税（40 代男性） 

 

メディアやネットでの話題は良好としても、結果としてどう変わって行くかが不透明。正

直、どの政党が与党になったとしても変わらないと思います。金融政策や、コロナなどの対

策よりも全世代が自国のことを好きになれるよう、日本としての立場や他国との立場づく

りもしっかりとして欲しい。（20 代男性） 

 

生い立ちを聞き民間の気持ちがわかる人柄と思います。今の若者に働き口、給料の少なさで

は、結婚も出来ない、少子化は、当然、もっと生きやすい世の中にしてほしいです。（60 代



女性） 

 

給付金を再度実施してほしい（20 代男性） 

 

困窮している方に経済支援対策を手厚くしてほしい。（50 代男性） 

 

国の借金を無くして欲しい！消費税をあげるなら、借金返済に。（50 代男性） 

 

しがらみにとらわれず、改革を進めて欲しい（40 代男性） 

 

日本を元気にしてください（40 代男性） 

 

最低限の生活基準を底上げ出来るような持続的経済政策、領土問題、拉致問題など新型コロ

ナ以外にも課題は山積み。安倍内閣を引き継ぐとしても、そのままダラダラと続けるのは無

駄だと思う。思い切ってアプローチを変えて取り組み、是非完遂していただきたい。（40 代

女性） 

 

石垣島や釧路に行った時に外国の人に土地が買われている北方領土や尖閣諸島竹島などの

問題についても強く日本政府として戦ってほしい（50 代女性） 

 

安倍内閣を踏襲しつつも、野党に付け入る隙を作らない内閣であって欲しい。携帯会社大手

三社による寡占状態の解消など、既得権益を守ろうとする勢力と戦って貰えることを期待

します。（30 代男性） 

 

貧しくても財務が健全であるべき。借金生活はいつか破産する。生き残れる国造りをしてく

ださい。（60 代男性） 

 

各国に強くものを言えるリーダーになって欲しい（50 代男性） 

 

中国寄りの政策や対応をしないでほしいです。（40 代男性） 

 

経済対策で豊かな国づくりを（50 代男性） 

 

コロナ対策を行いながら、経済の立て直し大変ですが、頑張ってお願い致します。給付金も

う一回などのご検討もお願い致します。（40 代男性） 

 



拉致問題の解決（40 代女性） 

 

コロナに寄り添った社会生活と経済活動の両立を願うばかりです。（50 代女性） 

 


