
＜②政治姿勢要望＞ 

 

説明責任をきちんと出来る内閣責任の所在をはっきり出来る内閣誤魔化さない内閣国民に

嘘をつかない潔い内閣（60 代男性） 

 

周りに左右されずに、自分の意志を貫いて頂きたい。（60 代男性） 

 

国民のためを考えて欲しい（40 代男性） 

 

信念を持って色々大変な時を乗り越え日本の未来を明るく導いて欲しい。（50 代女性） 

 

森友問題について、きちんと説明をして欲しいです。（20 代女性） 

 

森友・加計学園問題など、説明責任を果たして貰いたい。このままでは、政治不信が当たり

前のようになって、不信が感じなくなって行く社会になって行くようで恐い気がしますよ

（70 代男性） 

 

過去の安倍政権にとらわれず。菅新総裁の政治理念を貫いて欲しい。（30 代男性） 

 

一番間近で首相の仕事を見てきて、何が良くて何がダメかを熟知されていると思うので、そ

の素晴らしい経験を存分に生かして、日本の政治の悪い体質を大いに変えていって欲しい。

世襲なし。派閥なし。叩き上げの人間の底力を見せることが、民衆の政治への失望や無関心

を止める力になるし、民衆は菅さんに味方するでしょう。久しぶりに期待しています。（50

代女性） 

 

ブレない信念の強さを継続して欲しい。（40 代男性） 

 

辞めたからといって、一連の疑惑が無かったことにはならないはず。納得のいく真相究明を

望みます。（40 代男性） 

 

安倍内閣の良かったところ、悪かったところを一番理解している人物なので、その上での

『改革』の実行に期待しています。（50 代男性） 

 

森さん後の久しぶりの世襲ではない総理大臣なので、隠し事が無く正直で国民を見る寄り

添った温かい政策を望みます。ただ麻生さんや二階さんがいる時点で無理でしょうけど…



（50 代男性） 

 

安部政権でダメだった事、不正疑惑などを正す事が出来れば支持したい。携帯電話料金値下

げは、現在のサービス品質が維持出来なくなると困る。あまり携帯各社をいじめないで欲し

い。5G など新技術で日本が益々遅れてしまうのでは？（60 代男性） 

 

悪いことは、悪いことで処理をし、膿を出しきり、若い世代が胸を張れる日本にして欲しい。

（30 代男性） 

 

独自色を出して欲しい。正直、爺様ばかりの内閣にあまり期待はしていませんが。（40 代男

性） 

 

誠実さを貫いてください。（60 代男性） 

 

他の政党よりは政治勘があるだろうという理由だけで支持をしています。政策は現状維持

で今のところいいのかなと思いますが、前政権のモリカケや桜などの問題に真摯に対応で

きるか注視しています。（50 代女性） 

 

･もっとお金を刷って弱者を守って欲しい･モリカケ、桜を見る、など不正な政治姿勢を正す

方向性を示して欲しい･外交安保、諸外国の歴戦の強者たちに対しどう立ち振る舞うのか気

になる（40 代男性） 

 

新型コロナ禍収束。説明責任。（60 代男性） 

 

若者の声を反映できる政治をしてほしい。（20 代男性） 

 

安倍総理のモリカケ、桜、河井の 1 億 5 千万の真相追及、黒川検事、アベノマスク 200 億  

不明金の説明佐川氏の出世、前川氏の処遇悪が残り、正義の無くなる現状では日本の未来は

ない！！（60 代男性） 

 

安倍の説明責任を果たしてから、国民と対話して欲しい！（50 代男性） 

 

菅さんは嫌いではないが、安倍政権が…そのまま引き継ぎしたように感じます。徳川時代み

たいですね。ただ、一般人の考えを少しでも持って頂ける方だとも思いますので自分が政治

の世界に入った時の気持ちを持ち続けて頂ければ、と思います。（60 代女性） 

 



森友、加計問題の解明と丁寧な説明（70 代男性） 

 

前政権下での疑惑などの全貌解明をおこない、国民の政治不信を取り払って欲しい。（18、

19 歳男性） 

 

初志貫徹して欲しい（40 代男性） 

 

安倍政権時の膿みが出せるか心配している（60 代男性） 

 

政策関連会社から政治献金を受けないこと。（60 代男性） 

 

今、何を優先させるべきかを、国民にわかるように説明して、政策を進めてほしい。東北人

として、くれぐれも、疑惑を持たれることのないように。（70 代男性） 

 

国民の事を 1 番に考えてほしい…（50 代女性） 

 

やるべき事をやる（50 代男性） 

 

結論を出す政治を期待する。（60 代男性） 

 

長期政権下での腐敗問題をしっかり調査解明し、クリーンな体制を示してもらいたい。（60

代男性） 

 

独自性や奇をてらうようなことをせずに、市民目線の政治を行なって欲しい（30 代男性） 

 

国民の意見を反映させてください。（30 代男性） 

 

国民目線で忖度は止めもらいたい。世襲議員の排除（60 代男性） 

 

無駄なものは、無駄と明確に言える、ハッキリとした政治を進めていただきたい。（40 代男

性） 

 

国民のための政治をしてほしい（40 代女性） 

 

次の選挙のことばかり考えないでください。一人でも多くの国民が経済面、精神面において

救われることを第一に考え、あなたの力を発揮してください。（20 代女性） 



 

民意と真摯に向き合える政治をしてもらいたいです。（40 代男性） 

 

目標の着地点を決めて、粛粛と対応してほしい。安倍さんは、政策の取り組んだ結果がわか

りにくかった気がする。ていうか大事な議論以外の答弁が多すぎる。現在のルールから取り

残されてる法律は見直しが必要だとおもう。けど、原発が関わる憲法などは唯一の被爆国と

して受けとめてほしい。（30 代女性） 

 

若者に支持される指導者になっていただきたい。そのための活躍をしてほしい。（20 代男性） 

 

忖度の無いようお願いしたい｡（60 代男性） 

 

安倍政権の政策を継承しつつ、長期政権ゆえに見えてきた課題を克服し、日本の発展のため

頑張ってほしい。（50 代男性） 

 

コロナ禍で常より難しい舵取りを迫られると思いますが、安部政権の長所を引き継ぎつつ

短所は改善していくことを期待します。（20 代答えない） 

 

有言実行と愚直な精神を持って日本をしっかりと舵取りして頂きたい。（50 代男性） 

 

新しい改革案を出して、引っ張って言って欲しい。森友学園問題をうやむやにしないでほし

い（40 代女性） 

 

今までのしがらみがあるなか、変えられることから変えていくためにも、自民党の猛者を上

手く嗜め、骨のある若手政治家を育成してもらいたい。「国民のための内閣」言うは易く行

うは難し、菅さんに風穴を開けてもらいたい。大事を成すためには細かな事に目を瞑ること

も必要であることを我々が理解し、マスコミに踊らされないようにしていくべきだ。（50 代

男性） 

 

説明責任がある場合は、きちんと納得出来る説明を求めます。曖昧な返答はやめてほしい。

（40 代男性） 

 

天井人にならず、民間人と同じ立場、同じ感覚で政治を進めてほしい（30 代男性） 

 

自らの信念を貫き通す覚悟と気概を見せて頂きたい。（40 代男性） 

 



くだらない記者の質問には毅然とした態度で対応してほしい。何をしても叩かれると思う

ので頑張ってほしい。この設問も非常に誘導的で、何故石破さんのみ設問にあり岸田さんは

ないのか？また、大臣への期待もまばらで、一番重要な防衛省の岸大臣への期待がないのは

何故なのか？質問の回答に対して書きたい記事ありきで質問してないか？甚だ疑問しかな

い。また、選挙はゆっくり考えればいいと思う。急いで対応する必要はなく、安部前総理の

後任としてやるわけなので、国民が選んでないわけではなく、まずは足元を固めて毅然とし

た態度で対応いただしたいです。外交にもこれまで通りは難しいかもしれないが、是非今の

地位を保てるようしっかりと対応いただきたいです。（30 代男性） 

 

森友問題の文書改竄の件で自殺した職員の問題については、引き継いで調査はするのだろ

うか。真相を明らかにして欲しい。この問題が原因で一人の人間の命が自殺に追い込まれた

事、不当に国有地を売買した事、これが事実かどうか明らかにならないと、国民に真実を隠

されたままではこの内閣は信用できない。明らかになったなら、その内容を受け止め、この

内閣を見つめ直せると思う。そして、私は正社員だが、貧困に苦しんでいる。若者の貧困問

題に目を向けて欲しい。（20 代女性） 

 

まず、前政権での不祥事の解明と説明をきちんとしてからです。継承するなら、説明を。パ

ンケーキとか苦労人話でごまかさないで、何を行いたいのか御自分の言葉で語るよう努め

てください。（40 代女性） 

 

官僚に忖度させないように自由に仕事をさせるべき（60 代女性） 

 

国民のための政治を期待しております。（50 代男性） 

 

安倍内閣の引き継ぎなら桜等の問題を綺麗にして欲しい（40 代男性） 

 

森友、加計、桜問題をきちんと再調査して、国民に説明をしてもらいたい。（60 代男性） 

 

クリーンな政治をお願いしゃす（40 代男性） 

 

人気取り政策ばかりに注力したり、壊れた機械のように不誠実な答弁を繰り返したり、不都

合な真実から目をそむけ続けたり、閣議決定だけで数兆円規模の予算を決定したりするこ

となく、まずは国会を開き、蓄積された諸問題について丁寧かつ活発な議論が交わされるこ

とを望む。（20 代男性） 

 

安倍内閣より誠実な感じがしています。国民が望まない憲法改正よりも、国民が望む課題に



誠実に対応して欲しいです。日本が抱える課題について、国会で国民が見える形で論議して

欲しいです。（50 代男性） 

 

周囲の雑音に惑わされず(特にマスコミ)ご自身の信念を貫いて下さい。（60 代男性） 

 

定例化中の不正隠蔽改竄捏造、公文書の破棄を止め、トンネル事業による中抜きキャッシュ

バック、リベート、裏金の無い公正公平な政治を心掛けて欲しい。（40 代男性） 

 

人柄以上に、安倍政権の欠点を埋めていただくことを期待してます。（40 代男性） 

 

地味でもいいでしょ、世襲じゃなく、叩き上げの菅さんに期待します、一般市民の声に耳を

傾けてください、地方は悲惨な状況です、日々の生活に困っている方々いっぱいいます、応

援してください宜しく頼みます（60 代男性） 

 

マスコミや世論に耳を傾けつつも全ての閣僚が国民に選ばれた自覚とプライドを持ち、掲

げた政策と理念を忘れることなく自らに課せられた責任をしっかり果たして欲しい（30 代

男性） 

 

日本の為になる政治をしてほしい（20 代男性） 

 

忖度なくクリアな政治を執り行なってほしいです。（50 代女性） 

 

内閣に、もう少し若い方を入れて、活気づけてほしい。（30 代女性） 

 

加計問題、財務省職員自殺等の説明を国民に説明して正して。政治家の信用を戻して。政治

家の定年年齢を決めて下さい。（50 代男性） 

 

加計学園、公文書偽造、桜を見る会など、何一つ納得のいく説明を受けていない。再調査を

してもらいたい。上記に関しての今までのような対応を安倍政権継承と称して何もしない

などということはしてほしくない。（40 代男性） 

 

新型コロナ対策を筆頭に問題は山積みになっていますが近道はないので地道に対応したし

ていただけたらと思います。安倍さんの不透明な部分、桜を見る会や、森友については納得

する回答を出して欲しい税金を好きに使っていいわけではないという意識をしっかり持っ

て欲しい（40 代男性） 

 



少しずつでもあしき風習を直していって欲しい。（70 代女性） 

 

高い政治倫理観、社会正義、公平、公正、えこひいきしないこと 若者、女性閣僚登用。基

地問題 （70 代男性） 

 

安倍個人が散々やらかしたモリカケ、桜、河合事件等の悪しき前例を打ち破ると約束したか

ら、きれいな政治をする筈（70 代男性） 

 

阿部前首相の疑惑を解明してほしい（40 代男性） 

 

安倍政権の「継承」ではなく、安倍政権で言及されていた問題(森友問題など)についてしっ

かり説明責任を果たしてほしい。また、立案した政策に対してきちんと責任を取る姿勢を示

してほしい。（20 代女性） 

 

国民が疑問に思ってることに対して真摯に向き合ってほしい。コロナ対策はしっかりやっ

てほしい。（40 代男性） 

 

誠実な総理でいて欲しい（60 代男性） 

 

しがらみが無く、公私混同の無い綺麗な仕事をお願いします。（30 代男性） 

 

国民にわかりやすい政治。一般社会では、定年退職があるので政治家も退職制度を作るべき

だと思います。（50 代女性） 

 

森友、加計、桜をみる会問題の解明をしていただきたい。（60 代男性） 

 

是非、有言実行して下さい。（60 代女性） 

 

安倍政権、というより安倍元総理が巻き起こした様々な疑惑、森友、加計、桜問題がどれも

これも内容説明がうやむやのまま辞職してしまい、まんまと逃げ切りに成功しました。菅総

理は全ての追求が終わっており、これ以上の進展はされない考えのようですが、こういった

姿勢が国民の政治不信を招いている事に気づいて頂きたい。安倍元総理のあの位の説明で

は誰ひとりとして、納得のいく説明とは到底言えません。良い事は良い、悪い事は悪いとは

っきり言える内閣、国民からの税金を無駄にせずアベノマスクみたいな無駄な使い方はし

ないでほしい。（40 代男性） 

 



官僚が忖度しなければならくなるしくみはやめて、しっかり議論してより良いものにして

いく体制を作ってほしい。（50 代男性） 

 

意外と長続きし、国民の支持を集めるのではないかと予想します。その根拠は国民に蔓延す

る政治不信を今までの内閣よりは払拭する可能性を感じるからです。（60 代男性） 

 

議員数を半分くらいに減らしてほしい。（40 代男性） 

 

安部政権の負の遺産を直ちに精算すべきである。（60 代男性） 

 

派閥政治は絶対禁止！公明党と力を合わせて国民第一の与党政党に！（30 代男性） 

 

愚直に進むしかないと思う。このままいくと日本は沈没します（30 代男性） 

 

廻りに惑わされないで毅然としたきもちでおこなってほしい。（70 代男性） 

 

普通の感覚で、考えて欲しい。政府にとって…ではなく、人としてどうなのかを忘れないで

欲しい。私達にとっては一円も 10 円も大切ってことも忘れないで。（60 代女性） 

 

有言実行を望みます。（50 代男性） 

 

安倍内閣で批判のあつた説明責任を果たしていない姿勢を改めてもらいたい（70 代男性） 

 

いろんな圧力に負けないで欲しい（30 代男性） 

 

誠実な対応を望みます。（60 代女性） 

 

都合が悪い事でも正直な答弁する政治家になって欲しい（60 代男性） 

 

森・加計・サクラなど、隠蔽するのではなく、すべてクリーンに、国民を信じて真実を明ら

かにして欲しい。（60 代女性） 

 

決定事項は一致団結し、議論は自由に出来る自民党であって欲しいし、異論をあからさまに

排除する様な事は辞めてほしい。（50 代男性） 

 

人事権をちらつかせる官邸主導の政治を終わらせ、忖度のない公平な政治を希望します。



（50 代女性） 

 

開かれた内閣をお願いする。くさいことにふたを閉めておしまいではなくあきらかにして

ほしい。（60 代男性） 

 

ワガママぼっちゃん よりは 多少いいかもしれないが、風通しの悪く、忖度がおおこうする

のは 気分が悪い。都合の悪いことも 逃げずに しっかり国民に説明して欲しい、自分達と 

考え、意見が違う者を とうざけたり、追いやるやり方は 変えて欲しい。（60 代男性） 

 

安倍政権は国民から見てブラックボックスな政権だったと思う。森友問題や桜を見る会の

問題など、あー言えばこー言うみたいな言い訳誤魔化し茶化しの国会討論など、本当に見て

いて不快であった。菅政権にはクリーンでオープンな、ダメな事はダメな政権運営をしてほ

しい。（30 代男性） 

 

有言実行に期待（30 代男性） 

 

公正な政治  私利私欲、忖度等絶対あってはならない。（70 代男性） 

 

発言は真意が伝わるように具体的に述べてほしい（30 代女性） 

 

政治的意見の対立は仕方がないが、歩み寄りや尊重ではなく、分断と言える状況を改善して

ほしい。（30 代男性） 

 

安倍政権から脱却するべき、菅路線を押し進めていただきたい。国民のための政治を期待し

ます。安倍は自分のための政治でした。（60 代男性） 

 

安倍政権で株価は上がりましたが、国民の生活には届いていません。また、民主主義の根幹

に関わる独断も目立ちました。コロナでそのことが顕在してしまった感じがあります。せめ

て忖度の風潮、政治家の都合で情報を左右する風潮をなくして欲しいです。（50 代男性） 

 

長きに渡って舵をとってきた安部政権の良いところは引き継ぎ、問題点は確実に修正して

ほしいです。安部政権が長期政権だったがゆえに、それを引き継ぐ菅内閣だからこその利点

が多々あると思うので、最大限活かしてください。（20 代男性） 

 

もりかけさくらなどのせついせきにんを果たす（70 代男性） 

 



先ずは、コロナの早期終息 次は政治の闇の部分、森友加計問題の再調査。国民の大半が納

得行く国家にしてほしい。（50 代男性） 

 


