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⾃由記⼊内容の分類

⾃由記⼊の内容を読み、どのような内容に分類できるかをカウントした結果が下記の表である。まず政策に関するもの、党運営に関するもの
と⼤別した上で、更に細⽬に分けた。それら2つに収まらないのものを、「その他（政策とも、党運営とも分類でき無いもの）」としたが、
本アンケート実施の意義などについての⾔及は別途当会への応援、不満とものでカウントした。なお⼀つの⾃由意⾒には、複数の政策、
運営⽅針について⾔及したものがあるが、それらはそれぞれの分類に当てはめた。
政策に関するもの

コロナ対
策

消費税を
含む税
制、経済
政策

原発・再生
可能エネ
ルギー

憲法 沖縄、基
地問題

その他

199 28 60 30 7 4 112

党運営に関するもの

政権を
取る熱
意、熱量

ボトム
アップへ
の期待

現執行
部への
応援

現執行
部への
不満

反対だ
けでなく
政策提
案を

女性の
登用

若手の
登用

ネットを
含む広
報戦術
の見直
し

地方組
織の連
携、あり
方

野党連
携のあり
方

連合と
の距離
間

旧民主
党政権
の総括

本多議員
問題

その他

695 24 17 51 80 16 18 21 49 36 169 117 21 17 297

20 5

当会へ応
援

当会への
不満

その他(政策とも、党運
営とも分類でき無いも
の）

22
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策
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⾃由記⼊ 政策に関するもの まとめ
n=199の回答のうち、695件
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新型コロナ対策

1

庶民といわれるクラスの国民はコロナ感染症にかかることを恐れ、また経済的ダメージも深刻
です。はっきりと自公政権の感染症対策は失敗。それではダメだと厳しく追求すべき検査を積極
的に進め感染者と接触をへらす対策もとるべきです。
連合はもはや労働組合連合というより労働貴族で市庁目線の政治は期待できません。連合の呪
縛から解放されましょう。

2
アビガン・イベルメクチンを承認させろ！
そうすればすぐにコロナはおさまる‼‼太陽光やめろ‼

3

イベルメクチン・アビガンでコロナは１ヶ月で問題解決するのにワクチン１本で行く姿勢が全く不
信な政党間協調許せない気持ちでいっぱいです。債務によるネガティブマネーでない通貨発行
穃国民移譲ポジティブマネーのベーシックインカム制を実現することのみが政治の意味それ以外
些末に関心なしです。

4
大規模な社会実験を行い、コロナ感染の真実を明らかにし（マスクの効果どんな密が感染を起こ
すか）根拠ある対策をしてほしい

5

ゼロコロナなどという荒唐無稽な考えを直ちに取り下げてほしい。
Gotoトラベルキャンペーンやオリンピックに関連する非科学的にもほどがある発言を直ちに取
り下げて謝罪すべき。

6

コロナ対策の一環として消費税引き下げを主張していますが、自粛ムードの中での引き下げに
効果があるとは思えません。民主党政権時代に消費税率引き上げを打出した点とも矛盾しま
す。低所得世帯や飲食・旅行業界への金銭支援を継続すべきと思います。

7
ゼロコロナなどというバカげたことはやめてほしい。”立憲主義”を強くかかげてほしい。自民党
に対抗できる政党にならねば意味がない。

8

①コロナについては1年3か月前、「若い元気なものをホテルに入れてり患させて抗体を作らせ、
医療研究と集団免疫獲得を提言したが、正しいことだったのではと思っている。何の反応もな
かった。残念
②政権取らずとも、自公にやりたい放題を阻止する議席を願う。政権取ってもらいたいとはまだ
思えない。
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新型コロナ対策

9

2021、0723:立民主党に対する意日:
「がんばれ立憲民主党の会」から頂いたアンケートに答えます。
1.アンケート:セクション1(回答)に対する補足意見:
①コロナ対策のような緊急時には、支出が先に立つことはやむを得ない。
②「次回総選挙までの4年間」にこだわらず、「継続」を検討すべき。財源については他に探さね
ばならないが。例えば「炭素税」
③急務である。余裕のある資産層や大企業の内部留保は「格差是正」の意味を含めて課税すべ
き。海外流出に対しては対策が必要。
④必要最小限度を決めそれまでは無料で良いが、超える分については有料たるべき。
⑤先日23円を上げるにも、大変な抵抗があったことを考えても、一挙に1500円まで増やすこ
とには慣重を要する(国が補助しても)。新入社員だけでなく広い層に適用が必要。
⑥方向は正しいが、よほどきめ細かく制度を決めないと、悪用/不正が生ずる。
⑦方向は正しいが、どこまで引き上げるか。
⑧原発推進は、「利権という私益」追求のため以外の目的はない。しかもコストが高く、万一の事
故の際、対策はない。無数にたまる放射性廃棄物処理法も確立していない。原発はゼロが正し
い。他に方法はある。
⑨現在の経産省は「利権の塊」だが、新しい組織は必要ない。既存の組織の権限を整理すれば良
い。
⑩当然。現状の「法的分離」では親子関係が残り、完全自由化とは全く別物。
⑪ソ一ラー・シェアリングは(日本人が発明した)農業の新しい姿。耕作放棄地の救世主。地産地
消に結びつく地域経済の救世主。農水省の「利権という私益」は排除すべき。
⑫政治的配慮から、廃止すべきである.しかし、(外交努力にも拘わらず)台湾での米中対決が現
実となった場合、日本は「静観」で良いのか。
⑬LGBTの人権は尊重すべきではある。しかし、特別にプレイアップする必要は無い。
⑭「男系皇族優先」は変更すべきだし、候補者の固有名詞を考えれば正しい選択肢ではある。但
し急がない。
⑮現状のようにすべてを秘密裏に処理することは、事実上犯罪だが、一挙にゼロにする必要は
ない。
⑯当然である。特別の理由がない限り、すべての情報は公開すべきである。

2.その他:
①アンケートには触れていないが、リニア新幹線は大変重要な問を含んでいる。静岡県の水問題
だけでなく、
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新型コロナ対策

10

（別紙）
セクション3・立憲民主党に対する意見
1　かって民主党は「マニフェスト」を掲げることによって自公政治に代るオルタナテイプを示し、
国民多数の支持を糾合し、政権を獲得した。マニフェストに掲げた政策は、当時国民に新鮮な共
感と賛同をもたらしたことは確かである。
2　立憲民主党はすでに中長期的視野で取り組む「基本政策」を発表しており、これに基づいて総
選挙に向けたマニフェストを早急に公表すべきである。基本政策は網羅的で詳細であるが、マニ
フェストは主要政策の柱を立て国民にアピールする表現にする必要がある。
3　核兵器禁止条約が1月22日発効したが、基本政策には「核兵器の廃絶をめざす」としか書か
れていない。「核兵器禁止条約を署名・批准する」と明記するべきである。唯一の核兵器被爆国と
して多数の国民が待望していることである。
4　枝野代表は6月15日の菅内閣不信任案の趣旨説明で、新政権の施政について随所で所信を
述べているが、日本学術会議が新会員に推薦した105人のうち6人の任命を菅首相が拒否した
問題で、「新しい政権では、発足後直ちに、6人を新会員に任命する」と明言したことは、多くの国
民が歓迎している。
5　憲法を敵視し、違憲立法を次々に強行し、憲法改悪を企て、専守防衛を投げ捨て敵基地攻撃
能力の保有に踏み込み、台湾有事には米軍と共に台湾防衛のために自衛隊の投入を容認するす
る自公政権。国民の命を脅かすコロナ蔓延には科学的知見に基づく早期的確な対策を決断でき
ず、危機管理能力の欠如をさらした菅首相は、自らの政治的延命のために、コロナ感染爆発から
国民の命を守ることよりオリンビックの開会を優先した。国民の信頼は地に落ちた。立憲民主党
の出番である。野党間の選挙協力の協議を早急にまとめてほしい。

自民党の政治にはうんざり。期待していた立憲民主党もメディアを通して見えてくる姿は積極的
に支持したくなるものではない。本当に一般の人たち一人一人の声を聴く気があるのかと疑っ
てしまいます。そのような折、夫にこのアンケートは届き、私（妻）も回答させて頂こうと思いまし
た。思いが伝わるかどうかは分かりませんが、届ける機会を与えていただけたことをうれしく思
います。
セクション1
①D　感染症対策も経済対策も必要だが、国債に頼るのは反対。
②C　食料品は0に、高額商品は20％に、他は10％のままでいい。
③A　法人や富裕層からきちんと税を納めてもらい、正しく分配してほしい。中抜きできない制
度
④A　アンケートが届いた時には今更？と思ったが、オリンピック開催しデルタ株が広がっている

11

弱みを見せたくないあまりに「謝ったら死んじゃう病」にかかっているように感じます。でも、そ
れでは与党と一緒だし、立憲が政権を取ったとしても危なっかしくて不安です。
所帯が大きくなれば、変なことをしてしまう時もあるでしょうが、間違ったらすぐ改めるのを躊
躇しないで欲しいです。
具体的には、おしどりマコ氏の擁立や上昌弘氏にコロナの、アドバイザーを要請した事など。応援
する気持ちが薄くなります。

12

民主党政権が失敗した記憶は残っているから、すぐに議席が飛躍的に増えることはないと考え
る。だから、あらゆる選挙で地道に１議席でも増やるよう頑張っていただきたい。あまりに誤っ
たやり方をしたら（結党理念を捨てた離合集散等）さすがに支持をやめるが、この４年間、最低限
のことはできていたと思う。欲を言えば、国会でも記者会見でもよいので、「我々が新型コロナ
ウイルスを制圧する。」と明言していただきたい。

13

ゼロコロナなどという妄想をいつまでも言うのはやめてほしい。いつまでテレビに出てる専門家
に騙されているのか。コロナはただの風邪という認識に立って、指定感染症の解除、ワクチン接
種は自由意思というリベラルの精神に立ち戻って、健全な野党を目指してほしい。未来の若者、
子供が今コロナ脳な年寄りに虐げられて夢や希望を失っているのを無視している政党ならば存
在意義はない。
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新型コロナ対策

14

海員組合は、
船員の勤務体制の特殊性から
船員へのワクチン接種の優先度を上げるように
管政権に要求しました
しかしながら拒否されたようです。
これにより、全国の船員は
①コロナワクチンの接種機会を失う。
②仮に陸上休暇期間で偶然ワクチン接種ができたとしても、
船員の勤務体制の特殊性から
１回しか接種できず
その後長期間にわたり接種できない。
船員が大多数でてきました
総選挙の争点にして下さい

15

中国・韓国とはちょっと価値観が違うように思うので一定の距離をおいたほうがいいと思いま
す。
モリカケ問題については、いつまでも引きずるよりも、出来る範囲で（証人喚問など難しいか
と）、何らかの形で、総括してしまったほうがいいとと思います。
ネガティブキャンペーンでなく、建設的な政策・方針を提案して欲しいです。
コロナ対策は、ある意味想定外の事態ですので、政府・与党と協力して欲しい

16

立憲民主党は野党の中でトップになることを目指しているだけで、国民のための政治をめざす
ために政権交代しようという気概がない。一昨年の統一地方選挙以来この姿勢が顕著。なぜ最
低賃金の大幅アップと消費減税を掲げないのか？コロナ対策でも頑張っている首長を支援して
PCR徹底検査・生活補償のために頑張らないのか？

17

与党でも野党でもどちらでも良い！国民が今一番望んでいるものに答えを出してください。早
期コロナワクチン接種(枝野さん、何処かで集めてくださいよ。）日本版CDC, 災害省 FEMA、
等設立。

18

原子力発電に関する政策として、「将来の原発比率ゼロを目指す」とし、自民・公明との違いを鮮
明にしてほしい。
今回のコロナ感染症に関する反省を踏まえて、今後の感染症の対策に関する体制を強化してほ
しい（発生時の抑え込み、迅速なワクチン開発・量産技術開発、緊急時の検査と医療体制などを
強化するなど）。そのため予算配分を十分にしてほしい。
日米地位協定の見直しに踏み込み、自主独立の国作りを目指してほしい

19

コロナ対策について、アビガンとイベルメクチン、トシリズマブを正式認可し、町のクリニックでも
処方可能とすれば、１か月でコロナ騒ぎは終了できる。これをもっと強く政府に要求すること。同
時に百害あって一利なしのワクチンの接種を中止する。この理由については、「スパイクタンパク
質」と「ＡＤＥ」について勉強すれば理解できるはずである。

20

以下、箇条書きいたします。
１．まずは連合と手を切ること。経団連の労務部門である連合と手を組んでいるから真の市民政
党になれない。
２．国民民主党と手を切ること。同党は小池都知事国政復帰の際の受け皿です。
３．新型コロナは2020年2月17日に厚労省が発表通りコロナウィルスによる風邪症候群。新型
コロナは2009年の新型インフルエンザと同じ対応をすればよかった。日本の現状は自公政権
の失政です。
公立学校の教職員に対する給特法を即刻廃止する。

21

原子力発電所の10年以内の停止→20年以内の全廃を明確にする。
感染症対策が最も効率的な経済対策であることは米国等で実証済み。検査とワクチンと治療薬
の3本柱の確立。医療体制の再整備（公立病院の再建含む）、医療従事者等の育成、待遇改善。
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新型コロナ対策

22

コロナ対策のための国民への現金一律給付や、最低賃金引き上げにあたっては、国政ではなく
紙幣の増刷で対応すべき。

消費税率については、５％に下げた後法改正によって、３％に固定すべき。レクサスやベンツ、郊
外への別荘など贅沢品にのみ消費税を１００％課税し、法人税も重大な労働安全違反が発覚した
場合、同様に懲罰的意味合いを込め１００％課税すべき。

23

連合とは距離を取り共産党との連帯をより一層深める事をアピールし、反自公としての受皿に
なりうる事を明確にすべき。
反緊縮への転換が中途半端。最低でもコロナ収束までは大規模な財政出動を約束し、コロナ後
についても社会保障の部分は維持し続ける事を約束すべき。

24

過剰なコロナ対策をしている、または過剰なコロナ対策を要求する政治や世相に違和感を持っ
ている。国民全体に外出自粛、マスク着用やワクチン接種を強いる社会がリベラルなのかを真摯
に問うてほしい。

25

ゼロコロナを目指す『野党コロナ対策専門部会』を作って自民党の対策とは全く異なるコロナ対
策をして欲しい。ダメな小池都知事や黒岩知事とは異なり鳥取県、広島県、和歌山県などの優秀
な知事や山中教授など著名な専門家を招いてもっとメディアを活用し国民に直接訴えていただ
きたい。今の専門家部会の方々や政府はまったくとして検査拡大をしようとしない。特にテレビ
番組で立件民主のコロナ対策をアピールしてもらいたい。

26

(1) 科学的な根拠を持った政策立案・運営をお願いしたい。(在野の情報発信に熱心な医師集団
を取り込んだ活動など) この期に及んで、PCR検査の拡充を主張していることに幻滅している。
(2) 連合と縁を切る道を模索して欲しい。党の責任者らが、連合からの支援を受けざるを得な
いと考えていることが、現在の政策立案に足かせになっていると考える。むしろ、連合から離れ
たほうが、多くの支援者を引きつけると考える。

27

政権の粗が多すぎて、その追及や是正で精一杯の印象。努力は伝わってくるし、コアな支持者は
それでいいのかもしれないが、広く不動層を掴むような前向きかつ具体的な発信やパフォーマ
ンスは不足。
またコロナへの真剣な向き合いは評価するが、「ゼロコロナ」はいかにも語感が軽いうえに感染
症対策の現実から遊離しており、秋には選挙民から半笑いされかねない。速やかに潔く撤回し
て、看板を掛け替えるべき。

28

新型コロナ関連
　①東京都独自の重症者の基準を国の基準に合わせるべき。
　　重症化していないように見せかけるために基準を緩和しているとしか
　　思えない。
　②東京都の爆発的な感染者が出ている現状でも、
　　小池都知事からは都民に危機のメッセージが伝わらない。
　　保険局が楽観視の始末。
　③コロナ専門病院、宿泊療養施設を増設が必要。
　　自宅待機をなくす。入院宿泊療養待機を減らすこと。
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消費税を含む税制、経済政策

1 消費税を含む税制、経済政策

2

都議選は充分頑張ったとの声もありますが、政権交代を目指す党としては都民ファーストに譲り
すぎたと思います。また支援者よりも連合の方を向いた発言が多く不満があります。オール野党
でまとまらないと自民公明には勝てないと思います。財源に関しては国債発行に頼りすぎず、な
るべく富裕層への増税や法人税のUPなどでまかなえないかと考えます。

3

消費税の引き下げよりも、法人税収の減少に目を向けた法案を期待します。　また、原発、安保
等の対立軸となるポイントよりも現政権への対抗努力として結集できる
「共通する理念」を優先してまとめてください。

4
正直枝野さんにはもう期待していません。早く消費税5％でれいわとまとまって下さい！比例は
立憲には入れません

5

結党当初は、期待していましたが、いささか期待外れです。利権と不正の横行する日本を、最低
限の倫理観を持つ人たちで政治を行ってほしい。まずは、根本的な税制改革。逆進性の強い高
い消費税の減税、各種公平性を欠く税制のの見直しを撤廃して下さい。

6

立憲民主党に期待できないと思っています。消費税は0がいいと思います。5％では効果が期待
できないと思います。効果とは国民に対しての訴えが届かないと思います。通販生活のカタログ
ハウスの方が名を連ねてらっしゃるので回答いたしました。

7

最近の主張は弱者の立場に寄り添うことがメインになっている、これは重要であるが多数を占
める無党派層、中間層を引き付けることはできない。彼らに訴求する政策を強く打ち出しそれに
加える形で社会的弱者に寄り添う立場を主張して欲しい。

8
自動車関連の税制改革を要望します。（ガソリン代も含め）。民主党政権時の公約、今、実現させ
てください。

9

消費税5％など国民受けをねらった政策をやめるべく。老齢化で金がかかる故現実路線10～
15%の方向では？国会であげ足取りの質問が多すぎる。もっと具体的な政策をあげて勝負して
貰いたいと思います。

10

本当に国民、この国に生きる者たちに向き合った政策をお願いします。「国の借金がー」「将来世
代へのツケがー」はもうやめてください。消費税も廃止できるはずです。国会議員になりたいだ
けの候補者は要りません。個人として応援している議員は多いのですが、上記の点が改善され
ない限り、党としては支持しません。特に執行部の浮世離れ感が激しすぎ。立憲貴族党です

11

1.国債を際限なく増やして大丈夫なのか？(MMT理論などというものがあるが)
2.消費減税の目的をはっきりさせること。
3.国民民主党と原発政策、憲法改正政策で一致できるのか？
4.連合政権の政策協定は納得いくまで議論したうえで決定する。

12
PBに軸を置いた税制と福祉の在り方について、そろそろ、米国、欧米でも見直される通り、考え
直すべきではないか。

13
相続税を上げ、一律1000万円/人まで相続することにする。これにより出生による経済的差別
を少なくする。

14
必要な財源を得るために税制の抜本改革は必要。
（法人税、所得税の累進性と相続税の大幅増税）

15

人口減少進む中、外国人雇用のありかた、原発廃止、法人税、消費税（15％位にする）税金の分
配先を　明確にする。地方の自由に使える税制改革考えてほしい。
地方の中小企業への貸出金より下げて、事業継続応援
セクション2-③
与野党の中で外交、内政に共通した考えを持った議員を集める意志

16

立憲主義に基づく政権運営だけでも自公政権よりましだが、政権をとったらどんな政策を実施
するのか、包括的なビジョンを明確にしてもらいたい。木を見て森を見ない
消費税引き下げなど論外、税制について将来を見据えた包括的な改革等を出してもらいたい。
セクション1-③　②のためでなく
セクション1-⑬　JOB雇用、職種毎の遡上賃金を導入する。
セクション2-③　連合政権をとるときの政策をわからず判断のしようがない。政権毎の是々
非々連携が現実的

9
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①税収が増加しているのでそのもととなった消費税を５％ないしゼロとする。
②共産党とはどんな形でも一線をかくす
③国民所得を上げる為、不必要な外人を入れない。特に奴隷労働ともいうものをなくす。
④真のジェンダー平等を進めるのは難問。何故進めるのか。ほかの一部の人の為だけではない
のか。

18

今の立憲に外交と防衛＋経済政策に不安を感じる国民が多いため、支持が増えない！
この視点にあてた安心安全な政策を打ち出すべき！
？国のように若いリーダーが求められている！
セクション1-⑬　⑭外交政策（対中国、韓国）の見直しA
セクション1-⑮　自衛力の強化
立憲のここが見えないので不安がある。

19

新型コロナに対して過度に問題視しすぎ。日本人にとってはただのカゼです。欧米人がワクチン
接種した状態が日本人です。コロナ問題は政府が国民を分断するために利用しているだけ。「ゼ
ロコロナ」なんてありえない
それよりも全国一律1500円の最低賃金実現と、都市計画法を見直した？？
セクション1-⑤国の補助不要
セクション1-⑦全国一律、全職種一斉で
セクション1-⑨本来は通産省とすべき
セクション1-⑪環境に優しくない。設置するならダムに水上太陽発電を設置すべき
セクション1-⑮20年度に？？を開示すればよいだけ廃止すべきでない
セクション2-③自社❓政権で存在？
セクション2-④　日本はアジアの国です

20

立憲民主党というよりも支持者に対して自民に勝つためにはもっと妥協と寛容性が必要だと思
う。大変な難業をともに支える覚悟が足りない。すぐに不平不満をいい、顔をすげ替えようとす
る。支持者に不満です。また、この会に対しても私の考えからのかい離を感じる。減税ポピュソズ
ムより再分配を。

21
消費税を上げるべきと訴えている学識経験者からの意見を取り入れるべき。例：北尾早露　東大
大学院経済研究科

22

安全保障、外交についての現実路線をしっかり打ち出すこと。（自公との違いは大きくは求めな
い）経済政策も、しっかりとした成長戦略を打ち出すこと。その他においては自公との違いを
しっかり打ち出すこと。

23

右か左かというのではなく、緊縮財政か積極的な財政出動かで対立軸を。国債は国民の借金で
はないということを理解してください。Webで回答しましたが、どうしても最後の送信でうまく
いっていないようですので、改めて郵送します。

24

若い人たちが将来に希望を持てない大きな理由の1つは、普通にイメージする「仕事」がなべて
非正規職となり、働いて自力で安定した生計を営む見通しがきわめて立ち難いことにあると思
います。最低賃金引き上げも結構ですが、労働による賃金全般の価格破壊をもたらした経済的
新自由主義とオサラバしない限り、人々が生活上の安心を得るのは難しいと思います。立憲民
主党には、背骨の通った政党として、リベラルなりの経済イデオロギーが必要です。経済格差の
是正は中心命題の1つでしょう。

25
・連合依存から脱却しないとだめ。むしろ連合に改革を求めてほしい。特に脱原発。
・明確な企業政策が必要。公正なルールの順守と産業構造の転換。

26

セクション2③の質問に関して。上記の政党との選挙協力には大いに賛成だが、できれば立憲民
主党単独政権を目指して欲しい。連立はうまくいかないと思う。せいぜい閣外協力が限度だろ
う。
民主党政権時代に掲げた最低保証年金にもう一度チャレンジしてほしい。

27
・ベーシックインカムよりベーシックサービスを提供する社会を構築して欲しい。
・税徴収の不公正を是正して欲しい。いわゆる10・・5・3etc。そのうえで所得税改革を

28
・金融所得課税の強化を含めた税と社会保障の一体改革を再度議論、実現してほしい。
・2世3世議員を排除する等、公平で党員の家業化を不能にする選挙制度改革を望む

10
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・連合に足を引っ張られているようだが原発以外にどのような齟齬があるのか
・枝野ビジョン拝読。わかり易く国民の幸福を考えてとても良いと思う
・国民の生活を良くする方向へ持っていけば支持を得られるのではないか
・非正規雇用をなくすシナリオを国民に示す
・しかし民主党時代に非正規雇用を進めた記憶がある
・オリパラコロナでMMTをせざるを得なくなるのではないか立民の考えは？

30

消費税5％、原発ゼロ、議員定数削減、一票の格差是正、最低賃金1500円、奨学金制度見直し、
美術文化スポーツ推進、選択的夫婦別姓、同性婚認定、横田空域返還、国連の新国条〇発、硫黄
島空港民営化

31

セッション2②③に関し、消費税は改正があるとそれに関する事務的書類が増大する。ある程度
生活の中に定着していることを考えますと現状で今の消費税の中身を検証して改革を訴えたい
と思います。（ｺﾛﾅ下ですので財源のことを考えますと5%以下というのは容易すぎると考えま
す。）例えば酒、調味料みりん、食品は全て8％にする、外食も8％但し外食で5000円～
10000円の場合は10％にする。特別高価な装飾品、高級自動車は20％にするとかです。金持
ちは税金20％かかっていても欲しいものは買うはずです。後、国で徴収した消費税の使い道を
国民に示すことです。

32

ボトムアップが過ぎるとポピスリズムに陥る。大衆は賢くないのも事実。ピンクの消費税”0”の
政策は典型。社会運営の核となる自立層と単純に考えるのは時代遅れ。
年収1,000万円クラスが増税となる様では政権は取れない。

33

2021、0723:立民主党に対する意日:
「がんばれ立憲民主党の会」から頂いたアンケートに答えます。
1.アンケート:セクション1(回答)に対する補足意見:
①コロナ対策のような緊急時には、支出が先に立つことはやむを得ない。
②「次回総選挙までの4年間」にこだわらず、「継続」を検討すべき。財源については他に探さね
ばならないが。例えば「炭素税」
③急務である。余裕のある資産層や大企業の内部留保は「格差是正」の意味を含めて課税すべ
き。海外流出に対しては対策が必要。
④必要最小限度を決めそれまでは無料で良いが、超える分については有料たるべき。
⑤先日23円を上げるにも、大変な抵抗があったことを考えても、一挙に1500円まで増やすこ
とには慣重を要する(国が補助しても)。新入社員だけでなく広い層に適用が必要。
⑥方向は正しいが、よほどきめ細かく制度を決めないと、悪用/不正が生ずる。
⑦方向は正しいが、どこまで引き上げるか。
⑧原発推進は、「利権という私益」追求のため以外の目的はない。しかもコストが高く、万一の事
故の際、対策はない。無数にたまる放射性廃棄物処理法も確立していない。原発はゼロが正し
い。他に方法はある。
⑨現在の経産省は「利権の塊」だが、新しい組織は必要ない。既存の組織の権限を整理すれば良
い。
⑩当然。現状の「法的分離」では親子関係が残り、完全自由化とは全く別物。
⑪ソ一ラー・シェアリングは(日本人が発明した)農業の新しい姿。耕作放棄地の救世主。地産地
消に結びつく地域経済の救世主。農水省の「利権という私益」は排除すべき。
⑫政治的配慮から、廃止すべきである.しかし、(外交努力にも拘わらず)台湾での米中対決が現
実となった場合、日本は「静観」で良いのか。
⑬LGBTの人権は尊重すべきではある。しかし、特別にプレイアップする必要は無い。
⑭「男系皇族優先」は変更すべきだし、候補者の固有名詞を考えれば正しい選択肢ではある。但
し急がない。
⑮現状のようにすべてを秘密裏に処理することは、事実上犯罪だが、一挙にゼロにする必要は
ない。
⑯当然である。特別の理由がない限り、すべての情報は公開すべきである。

2.その他:
①アンケートには触れていないが、リニア新幹線は大変重要な問を含んでいる。静岡県の水問題
だけでなく、

11
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セクション3:立憲民主党に対してご意見がありましたら、下の空欄を使ってご自由にお書きくだ
さい。
「枝野ヴィジョン』を読んだが、「保守」の捉え方があまりにも枝野氏独特で、正直言って、絶句し
てしまった。私は、日本の歴史も勉強したが、だからと言って、自分が「保守」の思想を持ってい
るとは、まったく考えていないが、枝野氏の論はあまりに我田引水的で、おそらく、その筋の専門
家からは異論が噴出する内容と思う。近代以前の日本を美化する習慣は私には無い.
枝野氏の論考は、保守、というよりむしろ、「復古調」ともいうべきものだろう。さらには、この
「枝野ヴィジョン』について、連合の神津氏が、「わが意をえたり」と言っているのを見て、おそら
く、共産党排除の匂いを嗅ぎつけたのではないか、私は空いた口が塞がらなかった。
私的には、枝野さんには、丸山真男であるとか、吉本隆明を読むことをお勧めしたい。余談だ
が、吉川沙織さんは、丸山真男の思想に精通しておられるようで、大変信頼している。国会閉会
前、6月16日の議員運営委員長解任決議案の質疑も大変秀逸で、本当に関心した。また、志位和
夫さんが、2021/07/11に、内田樹さんのtweetを引用して、「わが意を得たりです。」と
tweetしているのを見て、志位さんは神津さんの真似をしているのだな、と感じた。東西冷戦構
造の時代が終わって久しいのであるから、日本の国会議員もそろそろ共産党を排除、差別する
ステレオタイプな対応はやめて、単なる選挙協力のみに限らない真の「
闘」が深化する事を望む。
長くなるので詳細は割愛するが、原口一博さんの機能的財政論を元に、自公による長きに渡っ
て続いてきた日本の緊縮政策に早々の終止符が打たれることを望む。また、亀井亜紀子さんの
新自由主義批判も本当に秀逸で、亀井さんの質疑にはいつも溜飲が下がる。立憲民主党には、
さまざま優秀で心ある議員の方もたくさん在籍しておられると思う。そうした方々が風通しのよ
い執行部の下で、それぞれの能力が充分に発揮されることを、切に希望する。
他にも様々思うところはあるが、長くなるので、この辺で筆を置くこととする。

12
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（別紙）
セクション3・立憲民主党に対する意見
1　かって民主党は「マニフェスト」を掲げることによって自公政治に代るオルタナテイプを示し、
国民多数の支持を糾合し、政権を獲得した。マニフェストに掲げた政策は、当時国民に新鮮な共
感と賛同をもたらしたことは確かである。
2　立憲民主党はすでに中長期的視野で取り組む「基本政策」を発表しており、これに基づいて総
選挙に向けたマニフェストを早急に公表すべきである。基本政策は網羅的で詳細であるが、マニ
フェストは主要政策の柱を立て国民にアピールする表現にする必要がある。
3　核兵器禁止条約が1月22日発効したが、基本政策には「核兵器の廃絶をめざす」としか書か
れていない。「核兵器禁止条約を署名・批准する」と明記するべきである。唯一の核兵器被爆国と
して多数の国民が待望していることである。
4　枝野代表は6月15日の菅内閣不信任案の趣旨説明で、新政権の施政について随所で所信を
述べているが、日本学術会議が新会員に推薦した105人のうち6人の任命を菅首相が拒否した
問題で、「新しい政権では、発足後直ちに、6人を新会員に任命する」と明言したことは、多くの国
民が歓迎している。
5　憲法を敵視し、違憲立法を次々に強行し、憲法改悪を企て、専守防衛を投げ捨て敵基地攻撃
能力の保有に踏み込み、台湾有事には米軍と共に台湾防衛のために自衛隊の投入を容認するす
る自公政権。国民の命を脅かすコロナ蔓延には科学的知見に基づく早期的確な対策を決断でき
ず、危機管理能力の欠如をさらした菅首相は、自らの政治的延命のために、コロナ感染爆発から
国民の命を守ることよりオリンビックの開会を優先した。国民の信頼は地に落ちた。立憲民主党
の出番である。野党間の選挙協力の協議を早急にまとめてほしい。

自民党の政治にはうんざり。期待していた立憲民主党もメディアを通して見えてくる姿は積極的
に支持したくなるものではない。本当に一般の人たち一人一人の声を聴く気があるのかと疑っ
てしまいます。そのような折、夫にこのアンケートは届き、私（妻）も回答させて頂こうと思いまし
た。思いが伝わるかどうかは分かりませんが、届ける機会を与えていただけたことをうれしく思
います。
セクション1
①D　感染症対策も経済対策も必要だが、国債に頼るのは反対。
②C　食料品は0に、高額商品は20％に、他は10％のままでいい。
③A　法人や富裕層からきちんと税を納めてもらい、正しく分配してほしい。中抜きできない制
度
④A　アンケートが届いた時には今更？と思ったが、オリンピック開催しデルタ株が広がっている

36

立憲君主党の理念には多くの人が賛同していると思うのですが、選挙をやると自民党が勝つの
は、経済対策の差ではないかと思います。
例えば、所得税や健康保険などの「扶養者」の収入額の上限を上げることはできないでしょう
か。
現状はこの金額が100万円程度なので、派遣やパートの年収が100万円以下になるよう調整し
ている人が多い。
これが200万円になれば、可処分所得も増えますし、景気にも良い影響があるのでは

37

（１）需要を喚起する経済政策を公表してほしい（最低賃金、老人から若年層への所得・資産移
転、企業から労働者への所得・資産移転、拡張的な財政政策など）、（２）枝野の真っ当な政治には
共感する、（３）自分を保守保守というのはやめてほしい、（４）バイデン政権と”積極的に”強調す
る政策を打ち出してほしい。ともかく期待しています。

38 今後３年間以上、消費税を凍結（一時停止）させること。またそれを選挙公約にすること。

39

立憲民主党は野党の中でトップになることを目指しているだけで、国民のための政治をめざす
ために政権交代しようという気概がない。一昨年の統一地方選挙以来この姿勢が顕著。なぜ最
低賃金の大幅アップと消費減税を掲げないのか？コロナ対策でも頑張っている首長を支援して
PCR徹底検査・生活補償のために頑張らないのか？

40

なにがなんでも政権をとる姿勢を明確に。そのため、党内に根強いプライマリーバランス健全化
を絶対視する緊縮財政論から、積極財政への転換を一刻も早く明確にしてほしい。自公政権の
コロナ失政で苦しむ国民を救うために最大野党が先頭に立たないでどうするの？今回が最後の
チャンス。希望を奪わないで。国債発行で財源を確保して現金給付、そして最低でも消費税5％。
立民が本気になれば山は動く。
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41

立民は、伝統的に法律・コンプライアンスは強いが、経済政策が弱い。国民はそこに不安を持つの
ではないか。
経済学ではMMT理論など全く新しい財政政策が生まれており、採用すれば国民生活へのプラ
スのインパクトが強い。れいわが主張しているが、議論をしつつも上手く使えば良い。プライマ
リーバランスに拘っていると、経済成長せず、新興国に追い越されるばかり。財政規律をインフレ
率に変えるべき。

42

これ以上、アメリカの属国をしていたら日本はアメリカに吸い尽くされて干上がってしまう。今こ
そ米中等距離外交、米中どちらをも牽制しながら、海洋国家として自立した国に。
大胆な移民受け入れと少子化対策で、国力を立て直すべき。
リーマンショック後に優秀な移民を集めたスペインは経済が上向いている。

このまま日米欧の国債刷りまくりを続けて、最後の破産・グレートリセットでババを引くのは日本
になりそう。

43

国債の大量発行によるコロナ対策の充実は大賛成。コロナ対策に限らず積極財政（特にインフ
ラ・教育などへの投資）を望みたい。そのために緊縮派を遠ざけてほしい（野田元首相が残って
いるのは印象が最悪）。
自民党の逆張りでなく上位互換を目指すべき。「誰でも何度でも」のPCR検査や、再エネ最優先
原則、完全な発送電分離には反対。賃金格差是正や皇室典範改正はいずれやるべきだがいま公
約で訴えるのは得策でない。

44

政治的に与党がこんなに迷走しているにもかかわらず野党第一党の立憲民主党の支持率が伸
びないのは、国民に届く主張ができていないものと思います。特に高齢男性に支持が偏ってい
るのには将来が危ぶまれます。
私を含めて高齢男性はややもすれば理念とか主張の整合性を求めてしまうのかもしれません。
それが若い人や女性に響かないのか。
財政規律を考えると消費税低減は大衆迎合的で賛同できない主張ですが、それでも清濁併せ飲

45

立憲民主党が「前衛」政党であることは求めていません。庶民の声を代弁し，社会の良識を実践
する政党であって欲しい。税の直間比率の見直しは賛成でも，消費税廃止や引き下げには反対
です。消費税は「社会保障税」として，年金・健保掛金の引き下げに充てて欲しい。安保法制に代
わる法制が現在の東アジアの情勢から見れば必要です。米軍に引きずられず，なおかつ，米軍と
の信頼を維持してこの地域の民主主義を守って欲しい。

46

②の消費税率について一時的な5％ではなく、
消費税法が施行され30年以上経過し、非課税制度や軽減税率、インボイス導入などの改正が数
次に行われ、実務において煩雑な制度になってしまった。
中小企業者に過度な事務負担にならないように、
当初の簡素で広く薄く負担を求める公平な税制からかけ離れてしまった。
消費税法は抜本的に見直すべきである。
当面は軽減税率制度を廃止し税率を8%の単一税率にすべきである。

47
対立軸を提示できていないし、都会のサラリーマン層や弱者を糾合できていない。また、消費税
を下げるなら代替財源を明示すべき。

48

一番に掲げるのは、傲慢で、不誠実な安倍晋三政治からの脱却と、官僚の能力とやる気を引き
出し、効率の良い正しい政治の、旗手となる。ジェンダーや、女性問題ばかりが目立つ今のス
ローガンではなく何を一番に掲げるビジョンかが間違っている。経済も、新しい再生可能エネル
ギー技術の確立を目指し、最低賃金の国内統一で、1200円程度の先進国レベルとして、地方で
の若者の雇用を増やし、東京のリスクの低減を図る。

49

現時点では、膨大な手間がかかる消費税減税より、賃金の引き上げ等、生活の底上げが先決だ
と考えます。
また、原発については全廃が理想ではありますが、再生エネルギーの安定供給等、課題もありま
す。持続可能な経済成長のためにも、社会の仕組みそのものを見直す時期に来ていると考えま
す。

50
地域では姿が見えません。
再エネ普及について本気で取り組んでいただきたい。
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51

セクション１の⑧は、「40年越原発の再稼働を認めない、新増設を認めない」なら、A。再エネに
時間を要するから、つなぎが必要。これがより実施可能で〇〇が高く。現実的。
公約は、総花的では駄目。ポイントを絞ったほうが良い。それが今は、コロナだ。市民は多くのこ
とを実感しにくいから、アピール力が低下する。
立憲民主が政権をとったときの構想を具体的に示して（例：シャドーキャビネットを作る）、市民
にイメージを実感を持てるようにした方が良い。

52

消費税について私は撤廃派ですが、時限的減税については反対です。理由は再増税した時のマ
イナス面の方が大きいと思うからです。(金持ちが得する気しかしない。低所得者の生活向上は
微々たるもん！)
時限的5%減税より軽減税率の恒久的0%を望みます。これには公明党も乗ってくるかも知れま
せん。(景気対策は別の方策で)

(文字数ではじかれるので住所欄に続きを書きました。読めればいいですが、）

53

党の活動では6月8日「通称：日本版EUA整備法案」の提出は評価しております。野党の立場で
政局に関わる事は難しく思いますが、国民にとっての改善と実施までの監視報告を期待します。
ボトムアップに関しては日常政治の話をするのが慣れていない国柄だと思います、2019年参
院選の際にパタゴニアが「ローカル選挙カフェ」を実施しました、そうした活動が必要かと思いま
す。

54

コロナ対策のための国民への現金一律給付や、最低賃金引き上げにあたっては、国政ではなく
紙幣の増刷で対応すべき。

消費税率については、５％に下げた後法改正によって、３％に固定すべき。レクサスやベンツ、郊
外への別荘など贅沢品にのみ消費税を１００％課税し、法人税も重大な労働安全違反が発覚した
場合、同様に懲罰的意味合いを込め１００％課税すべき。

55

発足以来応援しています。17年10月19日
秋葉原の演説、その場で聴いてました。
知性、理性、倫理の欠落した自公政治を終わらせ知性溢れる枝野さんを次期首相にと強く思い
ます。

マスコミをもっと上手く利用してください。
内閣人事局の廃止も公約に入れてください。
歯切れの悪さの一番の原因連合にもっと強くモノを言って欲しいです。
消費税は廃止してください。

56

連合・国民民主党とは手を切って、反原発・消費税引き下げ・高所得者・大企業への課税強化を
行うべき。消費税は逆進性が問題で、所得の低い層に負担が大きく圧し掛かる。廃止または税率
引き下げが必要。

57

緊縮財政（井手英策や金子勝のような）は貧しい国民に敵対する行為。逆進性の強い消費税を廃
止することで貧しい人たちを救え。若者の多くは収入のほとんどが部屋代と食事代に消える。消
費税がゼロになれば収入が増えたことになる。枝野幸男はゼロにすると各商店の手間が大変に
なるとふざけたことを言っているが、レジの消費税ゼロボタンを押すだけ。まったく国民のこと
を考えていない枝野を引きずり落としましょう。

58

このようなアンケートを実行されて、少し立憲民主党に希望が持てます。消費税5%以下、原発
廃止を共通認識として野党共闘をぜひお願いします。右か左かではなく、緊縮財政か積極的な
財政出動かで対立軸をつくってください。国債は借金ではないんだという認識をしっかり持っ
てください。

59

自民党のでたらめぶりが過ぎ、「立憲民主」が前回選挙ではとても新鮮なスローガンでしたし、本
来日本に備わっているべき立憲民主のみを争点に次期選挙を戦うのは無理があると思います。
立憲民主主義を尊重する意思のある他政党と団結し、多くの国民の共通のニーズを満たす井手
英策氏のベーシックサービスや、地球危機を見据えた脱成長を前提とした政策、税の改革は社会
保障とセットでの提案を期待します。
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60

２０００字ＯＫ？　２００字以内でと赤字が出るけど？２００字じゃ何も書けない！
党の印象が良くない（党首は千葉県知事の熊谷氏のような人が必要）枝野タバコやめて。
政権交代を言うなら「シャドウキャビネット」を作り具体的政策をアピールすべき。
災害対策で河川の氾濫は短工期・高強度の「鋼の矢板」で対応すべし。法律は改正せよ
政治で格差／貧困を無くすべし。税制は改正せよ。公人の活動はすべて公開／可視化せよ。

61

「誰が税負担すべきか」と言う観点で、消費税の廃止をはじめとした財政改革を考えてほしい。
タイミングは難しいですが、アメリカに大政党のような大々的な予備選のような者を行い、若い
優秀な政治家がいることを、知らしめ、そして育ててほしい。
何よりこのアンケートのようにwebなどで意見を聞いていただけると、働く世代も意見出しやす
くてありがたいです！
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1

原子力発電は既存の原発はすべて廃止し、原爆の材料となるプルトニュウムを生じない小型トリ
ウム原子炉に切る変えるべき。そして4トン車で運べ緊急時には水没させられる小型とする。中
国がはじめそうな戦争に備え軍備力増強、米軍とのリンク強化経済戦争への対策を用意する。

2

・広報宣伝力を党と議員個々人に強化するよう「目標を設け実行」してください。
・各党において党勢を拡大する、市町村の首長議員選で共戦を具体化する戦術を提案してくだ
さい。

3

国民民主党とは手を組んでもあまりメリットが感じられずにいます。原発技術者は今後も一定数
は必要かと思いますがやはり脱原発をはっきりと表明してほしいです。日本共産党とは閣外協
力でも良いと思います。いずれにせよ自民党の議席をひとつでも多く減らしてほしいですね。

4
①原子力発電即廃止！②日本の総理大臣の知性の欠如とコミュニケーションの低さをどうにか
して欲しい。ハズカシィー！（安部、菅、麻生。森…）

5

営農型発電事業を立憲民主党がモデルケースになるように推進して展開する。
日本農業の改革案の作成と推進。
地方議員と組んで中村喜四郎議員/山本太郎流の日常活動を、議員と候補者が実践する。

6

沖縄の事はアンケートにありませんでした。孤立した沖縄を助けてください！福島第１原発の汚
染水を海に廃棄せず、根本的に汚染水の発生を止める方策をしてください。(発生当時はあんな
に案があったのに…)フランスのやり方は信頼できない。自国でひどいことをしている。

7
原子力発電反対の立場を明確にし、具体的な廃炉スケジュールをはっきり打出して頂きたい。そ
の為にも国民民主党とは手を完全に切って欲しい。

8
2011年当事者として原発事故の収拾に当たった経験を生かしてほしい。原発の延命に加担す
るようなら一切応援しない。

9

新型コロナに対して過度に問題視しすぎ。日本人にとってはただのカゼです。欧米人がワクチン
接種した状態が日本人です。コロナ問題は政府が国民を分断するために利用しているだけ。「ゼ
ロコロナ」なんてありえない
それよりも全国一律1500円の最低賃金実現と、都市計画法を見直した？？
セクション1-⑤国の補助不要
セクション1-⑦全国一律、全職種一斉で
セクション1-⑨本来は通産省とすべき
セクション1-⑪環境に優しくない。設置するならダムに水上太陽発電を設置すべき
セクション1-⑮20年度に？？を開示すればよいだけ廃止すべきでない
セクション2-③自社❓政権で存在？
セクション2-④　日本はアジアの国です

10 原発の廃止を明確に打ち出す。（労組に遠慮しない）

11

ときどきおかしな候補者を立てるのがちょっと…。「おしどりマコ」氏などは不適切だったと思
う。科学にのっとりまっとうな人をたててほしい。カルト化した自民に負けないで！枝野さんは
応援しています。地熱発電も活用してほしい。

12

①「急がば回れ」立憲民主党が政権を担うためにはまだまだ力不足であることを自覚すべきで
ある。風に頼るな！今はもっと力を貯めて渾身一発の機会を見極める必要がある。電通要注意。
（他政党の物量作戦に負けるな）挑発に乗るな。
②ボイラー仕様の原子力発電所は即全面禁止すべきである。原子力燃料電池発電方式（ユニッ
ト）に切り替えるべきである。
③環境破壊に繋がる太陽光パネル方式の発電は農地・山林の縮小につながるから、地熱発電の
シェア拡大をめざすべきである。

13

消費税5％、原発ゼロ、議員定数削減、一票の格差是正、最低賃金1500円、奨学金制度見直し、
美術文化スポーツ推進、選択的夫婦別姓、同性婚認定、横田空域返還、国連の新国条〇発、硫黄
島空港民営化

14
原発ゼロを目指してください。女性議員を50％以上にしてください。（女性枠をつくるとか）政
権をかりかえしてください。

15
・原発、安保法案等の廃止は基本政策のはず、再度、明確にしてほしい。
・弱体化した連合ではなくて、足腰のしっかりした共産党との協力こそ政権への道
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16

・山尾しおり氏が離党した際は、党内では自由な〇〇がなかったと指摘していた。本当なら由々
しき事態です。これをどう受け止めどう対応したのか何も伝わってこない現在はどうなのか。　
・○○はよい、しかし具体策が示されない。原発ゼロは○○だがどうやってゼロへ持っていくか
再生可能エネは不安だ。
どう補うのか○○の充実など政権与党では検討をしている。支持しています。立憲民主党に対
する不満言いたいことはいっぱいありますがホームページから意見を言っても通り一遍のお決
まりの返答しか返ってきません。本当に読まれているのかと疑問に思うことあり

17

2021、0723:立民主党に対する意日:
「がんばれ立憲民主党の会」から頂いたアンケートに答えます。
1.アンケート:セクション1(回答)に対する補足意見:
①コロナ対策のような緊急時には、支出が先に立つことはやむを得ない。
②「次回総選挙までの4年間」にこだわらず、「継続」を検討すべき。財源については他に探さね
ばならないが。例えば「炭素税」
③急務である。余裕のある資産層や大企業の内部留保は「格差是正」の意味を含めて課税すべ
き。海外流出に対しては対策が必要。
④必要最小限度を決めそれまでは無料で良いが、超える分については有料たるべき。
⑤先日23円を上げるにも、大変な抵抗があったことを考えても、一挙に1500円まで増やすこ
とには慣重を要する(国が補助しても)。新入社員だけでなく広い層に適用が必要。
⑥方向は正しいが、よほどきめ細かく制度を決めないと、悪用/不正が生ずる。
⑦方向は正しいが、どこまで引き上げるか。
⑧原発推進は、「利権という私益」追求のため以外の目的はない。しかもコストが高く、万一の事
故の際、対策はない。無数にたまる放射性廃棄物処理法も確立していない。原発はゼロが正し
い。他に方法はある。
⑨現在の経産省は「利権の塊」だが、新しい組織は必要ない。既存の組織の権限を整理すれば良
い。
⑩当然。現状の「法的分離」では親子関係が残り、完全自由化とは全く別物。
⑪ソ一ラー・シェアリングは(日本人が発明した)農業の新しい姿。耕作放棄地の救世主。地産地
消に結びつく地域経済の救世主。農水省の「利権という私益」は排除すべき。
⑫政治的配慮から、廃止すべきである.しかし、(外交努力にも拘わらず)台湾での米中対決が現
実となった場合、日本は「静観」で良いのか。
⑬LGBTの人権は尊重すべきではある。しかし、特別にプレイアップする必要は無い。
⑭「男系皇族優先」は変更すべきだし、候補者の固有名詞を考えれば正しい選択肢ではある。但
し急がない。
⑮現状のようにすべてを秘密裏に処理することは、事実上犯罪だが、一挙にゼロにする必要は
ない。
⑯当然である。特別の理由がない限り、すべての情報は公開すべきである。

2.その他:
①アンケートには触れていないが、リニア新幹線は大変重要な問を含んでいる。静岡県の水問題
だけでなく、
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消費税を含む税制、経済政策

18

黒潮のエネルギーは1日分で日本の1年間分のエネルギーに匹敵するそうです。1日分の365分
の1を利用できれば単純計算では十分ということになります。国民の為には国営ないしは公営
にすべきで、水道も私営（民間）なんてとんでもないと思います。時間がないので無礼お許しくだ
さい。
1人で立党し熱く語った枝野氏は、何処へ行ってしまったのか?
保守の策略に弄され頑なに「共産覚排除」に拘る・・・余りに知恵が無さ過ぎ!イスラエルの「超野
党結集」を見習え!と言いたい。「党」は政策が違うのは当然・!何が違い何が共通かを、堂々と語
ればいいだけ!これは、したたかな「自民・公明」を見習えばいいしそれも例として「指摘」してやれ
ばいい。政治家は、良くも悪くも「言葉」の使い方次第。「ああ言えばこう言う」の手本を示して欲
しい。
優秀な枝野氏の言は(一定の知性ある)リペラル系には届く。しかし森喜朗以降の二十数年間
で、確実に国民の意識(頭・学力、学歴ではない)レベルは下降(劣化)しており、50才以下は「小
泉・麻生・安倍」等の、単純・短絡な「言葉遣い」が好き、というかそれしか知らない世代も多い。
又、戦後から続く長い間の自民政治の策略-・洗脳で、国民は「指示待ち症候群」と化し自らの
「頭」で考えない・考える事を止めている・考える力が育ってない。だから投票率も50%前後で、
最近は更に下回る。国民の半数以下が「モノ事を考えない→判断しない・出来ない上無関心層な
のである。嘆かわしい!
＝これは野覚の責任でもあります＝
そんな5割の国民に対する戦略テクとして、自公の些末な言行にはあまり翻弄されず、一々言葉
だけで又声高に・「反撃」しない方が良い。特に、枝野氏・蓮舫氏は声質が高く、時に私でさえ
「チョッと勘弁!」という感じがある。"ここは声を「大」にして言いたい!)"出来る限り「声質・トー
ン」を下げ、スピードも「ゆっくり」と、言葉は厳選・縮小して選び「最小限」に、そして最大限の「効
果」を得る「表現」を絞り出して欲しい。
この場合も、大嫌いで信用ならない「敵」である、「小池都知事」も見習うべき点がある。どんなス
キャンダルもコロナ対策失政も意に返さず、記者会見では毎回「平然」且つ「淡々」と、退屈で意
味の無い「答弁」をしてるが、それでも高支持率を維持しているのである。要するに今の人々は
こんな「話し方」に駅染むのだ。残念ながら、話の内容や何をしたか「以前」の問題だ。無意識に
「感情むき出し型」や、腕えば「悪役(アベとか)」相手でも「吊し上げ的」反論・反撃は、受け付けな
い体質に変貎している、という見方も考慮すべき。(私独自の見方だが…)
民主覚を応援し,ガッカリし…しかし私は大方の見る・言う「失望」ではない。未だに当時の政権が
言われる程の「失政」と思ってない。言われ過ぎを放置したままなので、例の「大悪人」にまで「最
悪の・・」などと言わせる!
この時も何故,真っ当に「反論(勿論、・穏やかに整然と)」しないのか、見ていて腹が立った。

19

弱みを見せたくないあまりに「謝ったら死んじゃう病」にかかっているように感じます。でも、そ
れでは与党と一緒だし、立憲が政権を取ったとしても危なっかしくて不安です。
所帯が大きくなれば、変なことをしてしまう時もあるでしょうが、間違ったらすぐ改めるのを躊
躇しないで欲しいです。
具体的には、おしどりマコ氏の擁立や上昌弘氏にコロナの、アドバイザーを要請した事など。応援
する気持ちが薄くなります。

20

目先の数に焦って連立を組めば、何をしたい政党なのかわからなくなります。はっきりしたヴィ
ジョンを示せるメンバーのみに絞れば、時間はかかっても支持者は増えていくと思います。差別
を許さず、超上流も超下流もいない。働ける人は頑張る、弱い人は支えるのが当たり前。自然豊
かでテクノロジーも上手に使いこなす。そのために、クリーンエネルギーに集中投資する。そんな
社会を望みます。もりかけ問題より未来を語って下さい。

21

主要政策を整理する必要があるように思います。たとえば、●嘘をつかない政府を作る ●女性
支援の社会インフラ増強 ●グリーン技術の産業政策 ー グリーン産業を大規模に興す(洋上風
力など) 石炭発電をゼロに ●雇用制度改革 ー 正規・非正規の二元体制の是正 ●民主主義と
人権擁護を国民共有の価値として堅持し、価値を共有する民主主義諸国と連携を広げる。この
ために近隣諸国との戦後和解をやり直す(ドイツに学ぶ)

22

原子力発電に関する政策として、「将来の原発比率ゼロを目指す」とし、自民・公明との違いを鮮
明にしてほしい。
今回のコロナ感染症に関する反省を踏まえて、今後の感染症の対策に関する体制を強化してほ
しい（発生時の抑え込み、迅速なワクチン開発・量産技術開発、緊急時の検査と医療体制などを
強化するなど）。そのため予算配分を十分にしてほしい。
日米地位協定の見直しに踏み込み、自主独立の国作りを目指してほしい

19



消費税を含む税制、経済政策

23

現時点では、膨大な手間がかかる消費税減税より、賃金の引き上げ等、生活の底上げが先決だ
と考えます。
また、原発については全廃が理想ではありますが、再生エネルギーの安定供給等、課題もありま
す。持続可能な経済成長のためにも、社会の仕組みそのものを見直す時期に来ていると考えま
す。

24

地球温暖化をはじめとする環境問題は日本のみならず全世界にとり喫緊の問題であると考えま
す。また、原発事故や繰り返される洪水などにより、政治に無関心だった層の国民の間でも、意
識の高まりが見られます。立憲民主党議員、特に枝野氏には、環境重視の旗幟を鮮明にしていた
だきたい。党の方針として掲げていても、国会やマスコミを前に明確に口にしないのでは、実体
のないキャッチコピーと思われてもしかたないと思います。

25

原子力発電所の10年以内の停止→20年以内の全廃を明確にする。
感染症対策が最も効率的な経済対策であることは米国等で実証済み。検査とワクチンと治療薬
の3本柱の確立。医療体制の再整備（公立病院の再建含む）、医療従事者等の育成、待遇改善。

26

◎脱原発・自然再生エネルギーへの旗幟を鮮明にする。次代の主力エネルギー・産業なのに日本
は大きく遅れを取っている。
◎熟議型世論調査の復活。
◎今の段階から政権に付いた時の閣僚名簿を発表すべき。選挙の当落や連立政権のあり方に
よって変更を余儀なくされるだろうが立憲民主党単独の場合として発表すればいい。今、立憲
民主党が政権を取ればこうするという姿勢を国民に示し続けなければ、国民もその気にはなら
ない。

27

このようなアンケートを実行されて、少し立憲民主党に希望が持てます。消費税5%以下、原発
廃止を共通認識として野党共闘をぜひお願いします。右か左かではなく、緊縮財政か積極的な
財政出動かで対立軸をつくってください。国債は借金ではないんだという認識をしっかり持っ
てください。

28

無党派層の受け皿になるためには与党との違いを鮮明に打ち出すべきだ。例えば脱原発の旗幟
を明らかにするためには連合の全電力系が足枷になっている。連合への依存から離れ、
真に受け皿となりうる草の根活動的な下部組織を構築すべきである。

29
原発の即時稼働停止、廃炉に向けたロードマップ作成、福島第一原発の石棺式封じ込めに本気
で取り組んでもらいたい。
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消費税を含む税制、経済政策

1

現行憲法を忠実に遵守し困難な道であっても民主主義を着実に進めてもらいたい。原発は戦争
につながる危険をはらみ、子孫への過大な負担を押し付ける（核廃棄物問題は永久に解決でき
ない！）

2

以前新宿での街宣に行き当たった際、演説の内容に大変もどかしい思いをしました。せっかく大
勢の若者がいる場で日常生活から遠い話をしても立ち止まる人はいません。例えば自民の憲法
草案では婚姻が両性の合意「のみ」によって成立するという原案が否定されていることなど若者
が「何それ？」と身を乗り出すような話題を取り上げるべきと思います。聴衆へのアピール力の
向上を望みます。

3
対米隷属外交を止めること　貧富の格差是正、原子力発電所は完全撤廃　男女は区別しても差
別しない。

4
憲法は九条は変えずに「5年以内に米国の基地を日本からなくすこと」を盛り込む（加憲する）

5

連合というブルジョア組合組織の距離を置く事。
しがらみ、こだわり、ならわしを行わない。保守系の古い議員の退職70歳停年制度の実施
党の意見に従わない議員は排除する意見がある以上立憲はダメな政党です。
広くうつわの大きい政党であることを望む

6

党名由来に則り、憲法改正議論の主導権を持ち、反動保守に先んじてほしい。先ずは、統治機構
改革と国会の通年開催を実現する。国民主権と個人の尊厳と自由の堅持。国論を二分するもの
は国民との議論との理解により推進する。国民負担に配慮した緊急事態条項の創設。国会の象
徴天皇の明記。国防武力の保持を許容。国民の総意として改正することに尽力していただきた
い。

7 護憲（特に9条）の立場を明確にし、もっと実質的な政治活動をしていただきたい。
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沖縄、基地問題

1 政権から自公を消してくれ。

2

沖縄の基地問題、新基地埋立てに反対してほしい。香港・台湾問題で自由な民主活動家を支援、
中国政府とそこでは対立してほしい。もっとラディカルに。枝野代表の著書を読みましたが、助
け合いという理念に相対的に支持します。

3

沖縄の事はアンケートにありませんでした。孤立した沖縄を助けてください！福島第１原発の汚
染水を海に廃棄せず、根本的に汚染水の発生を止める方策をしてください。(発生当時はあんな
に案があったのに…)フランスのやり方は信頼できない。自国でひどいことをしている。

4

日米地位協定の見直し、沖縄への新基地建設阻止、石垣島のミサイル基地建設阻止。今が戦前と
ならない為の外交努力、教育無償化、次世代の為のビジョンを示す。共産党を排除するなら立民
は支持しません。外す理由が票の獲得なら本末転倒だし逆効果。

5

日米地位協定の見直し、沖縄への新基地建設阻止、石垣島のミサイル基地建設阻止。今が戦前と
ならない為の外交努力、教育無償化、次世代の為のビジョンを示す。共産党を排除するなら立民
は支持しません。外す理由が票の獲得なら本末転倒だし逆効果。

22



政策・その他

1 年金改革してほしい

2

⑦賃金を上げるのは良い。しかし親を預ける身としては施設に払う金額が高すぎる。もっと、私たちの生
活の、現実を見てほしい。
政府や自民党に文句を言うだけに見えてしまう。具体的な対策をもっと示すべき。立民も、TOPの人た
ちの顔ぶれは変わらない。一新して欲しい。

3
⑫単なる廃止ではなく対中国ecpを念頭に置いた、そして現行法制の問題点を修正した法案を成立させ
てほしいです。自然エネルギー＝太陽光という発想はバランスが悪いと思います。原発も核分裂がダメ
なのであり。常温核融合は推進しきるべきと考えています。

4 貧困対策、富裕層への課税強化、反差別の対抗軸の明確化！

5
セクション２の③　ないです。B以外は存続があやぶまれます。
セクション２の④　なし。どれも失敗するでしょう。

6 維新の会が推案している、ベーシックインカムも検討をお願いします。

7

イベルメクチン・アビガンでコロナは１ヶ月で問題解決するのにワクチン１本で行く姿勢が全く不信な政党
間協調許せない気持ちでいっぱいです。債務によるネガティブマネーでない通貨発行穃国民移譲ポジ
ティブマネーのベーシックインカム制を実現することのみが政治の意味それ以外些末に関心なしです。

8
原発を断ち切れない連合・国民民主党に配慮する余り共産党を連合から排除するのは愚かな選択。玉木
代表のいうとおり日本共産党の現在は天皇制・対中国との距離等昔の共産党とは違ってきている。種子
法復活してほしい。

9

デジタル庁もできますがより頭のやわらかい、そして発想力のある人材を求めます。暮らしのシステムを
構築するには暮らしや生活のことをよくわかっている人の発想が必要。その発想を法令化するのが政治
家の仕事です。それをよくわかってほしいです。オードリー・タンのような人材を一刻も早く見つけてくだ
さい！

10

政治のことがよくわからない私も雨の中新宿まで枝野さんたちを応援に行きました。あの時の熱はどこ
に行ってしまったのでしょう？原発反対、行政の不正、不公平は絶対に許さない事、アメリカとの関係を
大切にしながらもアジアで積み上げてきた民間も含めた外交を尊重すること、当たり前のことをはっき
り宣言して欲しいです。

11
ウイングの広げすぎ。ヘイトは絶対許さない。経済成長などと言わない。連合とは妥協しない。台湾、韓国
と自由権を守る。

12

女性をさらにとりこめるような政策を明確にし、支持を増やしてほしい。
政策にとらわれるのではなく、明確な方向性を常に見せてほしい。
個人的には選択的夫婦別姓制、同性婚を認めるなどの問題に風穴をあけてほしい。とにかく今の政権は
日本を歴史的にあともどりさせている。政権を取るべくもっとがんばって欲しいです。

13
営農型発電事業を立憲民主党がモデルケースになるように推進して展開する。
日本農業の改革案の作成と推進。
地方議員と組んで中村喜四郎議員/山本太郎流の日常活動を、議員と候補者が実践する。

14
対米隷属外交を止めること　貧富の格差是正、原子力発電所は完全撤廃　男女は区別しても差別しない。

15 学術会議問題を含め、学問に重きを置く政策を推進してほしい。

16
国民全体の教育レベル、考える力、公共の心の育生には、優先的に予算配分し、国力増強してほしい。

17
創設当初のワクワク感、熱量が下がってしまってます。
高速道無料化とかネ。又は、ガソリン税を下げるとか、国民があっと思う施策が必要です。
大学授業料免除、子供18才まで育だてたら年金増額もどうかな。

18
ごく一部でしょうが、地方の立民議員の方を見ると、ポリシーを感じないというイメージを受けることが
あります。頭数を揃えるのではなく、確固とした信念を持つメンバー構成を期待します。選択的夫婦別性
を実現がんばってほしいです。私は待ち切れずにペーパー離婚しました。

19 国防政策について軍事力の議論に引きづられない総合的な国防政策を提示してほしい。

20
反対ばかりする党ではなく、建設的、先進的アイディアを提供する党になってほしい。今の日本を何とか
しないと孫たちに申し訳けない。日米地位協定の改善を急いで！

21

今回のオリンピック強行によって、国政が等しく国民に対して成されていないことが明々白々となった。
すなわち、一部企業と自民党の為にある国政である。また外交力の強化は必須である。このままでは日
本の将来は中国ナチスに食いつくされる。政官のノーマルチェレジ。前職で政府が企業の癒着がよくわ
かった。更に日本の未来を見つめた抜本構造改革が必須だ。前回の政権交代時は民主がひどすぎた。そ
の信頼回復からだから腹をくくれ。
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政策・その他

22

アメリカ民主党と同じく、立憲民主党も人権を第一に考え、男女平等、ジェンダー政策の拡充、福祉政策、
教育政策の拡充を第一にやって欲しいと願います！！
特に日本の教育は先進7ヶ国の中では最遅状態、いまだに受験産業が成り立ってるのは先進国といわれ
る国で日本だけ！！もっとITC化をすすめもっと生産性の高い国にしてほしいです。

23

人口減少進む中、外国人雇用のありかた、原発廃止、法人税、消費税（15％位にする）税金の分配先を　
明確にする。地方の自由に使える税制改革考えてほしい。
地方の中小企業への貸出金より下げて、事業継続応援
セクション2-③
与野党の中で外交、内政に共通した考えを持った議員を集める意志

24 議員数の削減等を考えてください。

25

旧民主党で閣僚経験者は、後方支援に回り、世代交代すべき。
公平中立な行政運営（行政文書の適性記録や適正な統計情報生成などを含む）を確実化し、水素を基軸
とするエネルギー及び産業政策の推進、社会保障負担を考慮した働く中心の税制改革、単純な金融緩和
のみ依存した金融政策からの脱却を実現できるようにしてほしい。

26

コロナ、パンデミック、五輪でチャンスがあったのに、ほぼなにもしなかったとは犯罪レベル。せめてデモ
など扇動すれば国民もついてきただろうに・・・近年は野党の存在意義すらないようにも思えるし、税金
のムダだ。
セクション1-⑭　そもそも皇族必要？
セクション1-⑯　それよりも、権力者を市民が裁けるように、（裁判官訴追を含め）改憲してもらいたい
セクション2-④　第３国（ＥＵ,アフリカ、南米）

27

枝野代表の立件創設時の「立憲は貴方です」の感動的な言葉は今でも鮮明です。枝野さんは気が付いた
ら国民の側ではないように思えます。立場は自民側、政府側、消費税廃止、ＸＸ緩和です。三橋貴明、藤井
先生、山本太郎の主張に同意しています。農地に太陽光パネルは農村風景の破壊、自然破壊、各家の屋
根はどうなんでしょう・・・

28
政党としての立ち位置・政策と連立のための合意は国民に説明したうえでならズレがあっても良い。立党
時の志を失わずに働く納税者が、税負担を納得できる政策の実現を目指してほしい。
セクション1-⑦　正看護師の賃金は改善されている。

29

ムーンショット計画に反対してください。人間が自然と調和して個性を大切に生きられなくなります。ま
たコロナ前の生活に戻すことも必要、ゼロコロナには反対、そもそも無理、太古の時代からウィルスと共
生しています。
セクション１-①　感染症対策はもう必要なし。経済対策のみ必要。
セクション1-②　0％にしてください。
セクション1-④　PCRではウィルス検査になりません。
セクション1-⑨　太陽光発電の害もあります。
セクション1-⑫　だたし、スパイ防止のため何らかの政策必要

30

ボトムアップ型の経済システムの形を提示すべき。
セクション1-④やったほうがいいが効果は低い
セクション1-⑬夫婦別姓
セクション1-⑯科学立国
セクション2-③れいわ新選組×

31
党運営と政策が全く立憲的ではなく、初心に立ち直るべき
サヨクに墜ちるべからず
セクション2-④　中国×

32
1,自民党と財務省主導が永年続けた”繋続財政”プライマリバランス黒字化を止めさせ積極財政と国債発
行で国民を富ませる政策を提案すること。
２，若年層貧困化対策等。年収百万円アップ①まずは直接給付②派遣→正社員化

33

立憲主義に基づく政権運営だけでも自公政権よりましだが、政権をとったらどんな政策を実施するの
か、包括的なビジョンを明確にしてもらいたい。木を見て森を見ない
消費税引き下げなど論外、税制について将来を見据えた包括的な改革等を出してもらいたい。
セクション1-③　②のためでなく
セクション1-⑬　JOB雇用、職種毎の遡上賃金を導入する。
セクション2-③　連合政権をとるときの政策をわからず判断のしようがない。政権毎の是々非々連携が
現実的

34 資産（主に金融資産）への課税導入　男女パリティー推進　累進税率強化

35
国内政策においては「地域共生社会」を目指す福祉政策を最も上位に置くこと。そのために議題総決型の
仕組みを廃止して公助の役割を明確にした理念型の仕組みの制度に切り替え、法人・資産の2税の増税
と国民負担率を増やすべきだと考えます
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36

①税収が増加しているのでそのもととなった消費税を５％ないしゼロとする。
②共産党とはどんな形でも一線をかくす
③国民所得を上げる為、不必要な外人を入れない。特に奴隷労働ともいうものをなくす。
④真のジェンダー平等を進めるのは難問。何故進めるのか。ほかの一部の人の為だけではないのか。

37
普通のサラリーマンにとって魅力的な提案が見られない。学術会議の任命で聴いたが、実際の学術行政
への提案（ex.新自由共和的な選択と集中からの脱却etc.）が何もないことが不満。

38

選挙で自民議席を減らすため、共産とも協力・重複立候補しない。
パソナ（竹中会長）など委託→委託など無駄金を減らす（オリンピックでスタッフの日給が高額すぎる。毎
日新聞より）
選挙政策では「虚偽」「隠ぺい」「改ざん」をしない（安部前首相を始めすべてうやむや。具体例を挙げて訴
えていただきたい）

39
残念ながら強権の中国に恐怖を感じる。民主主義を守るためには、中国が変わらなければ、米国につくし
かない。※選挙では、再度、10万円支給を公約にしてほしい。

40

今の立憲に外交と防衛＋経済政策に不安を感じる国民が多いため、支持が増えない！
この視点にあてた安心安全な政策を打ち出すべき！
？国のように若いリーダーが求められている！
セクション1-⑬　⑭外交政策（対中国、韓国）の見直しA
セクション1-⑮　自衛力の強化
立憲のここが見えないので不安がある。

41

新型コロナに対して過度に問題視しすぎ。日本人にとってはただのカゼです。欧米人がワクチン接種した
状態が日本人です。コロナ問題は政府が国民を分断するために利用しているだけ。「ゼロコロナ」なんて
ありえない
それよりも全国一律1500円の最低賃金実現と、都市計画法を見直した？？
セクション1-⑤国の補助不要
セクション1-⑦全国一律、全職種一斉で
セクション1-⑨本来は通産省とすべき
セクション1-⑪環境に優しくない。設置するならダムに水上太陽発電を設置すべき
セクション1-⑮20年度に？？を開示すればよいだけ廃止すべきでない
セクション2-③自社❓政権で存在？
セクション2-④　日本はアジアの国です

42 年収200万以下の人たちに支持される政策が不充分！

43
1，選挙協力のやり方によっては共産党にキャスティングボードを握られそうな気がする
2，女系天皇を認める必要なし、後継がなくなれば皇室を廃止すれば良い

44

・セクション1にはないが「選択制別姓婚」をはやく実現させてほしい。切実な問題。
・意思決定の場に女性が少なすぎる。議員や国の機関にクォーター制を導入すべき。
・同一労働同一賃金を実効性のある制度にしてほしい。男女・健常者障害者の間の賃金格差を解消して
欲しい。

45
安全保障、外交についての現実路線をしっかり打ち出すこと。（自公との違いは大きくは求めない）経済
政策も、しっかりとした成長戦略を打ち出すこと。その他においては自公との違いをしっかり打ち出すこ
と。

46
立憲は以前公務員を減らし人件費削減と言っていました。その結果害虫となり派遣業が栄え、人々は非
正規社員で賃金低下を招いたと思う。人材派遣業の規制をしてほしい。

47 憲法は九条は変えずに「5年以内に米国の基地を日本からなくすこと」を盛り込む（加憲する）

48

正直、立憲には失望しています。現政権の批判もしなければいけないのはわかるが、何をしようとしてい
るのか見えてきません。この国に生きる人達が元気になるにはどうしたらよいか、何をすべきかを きち
んと考えていただきたい。現在はれいわ新選組を応援しています。
⑦については非正規で働く人たちも優先してほしいと思いBにしました。

49

厳しい環境の中でよく頑張っていると思います。ジェンダー問題は大切ですが、支援団体が先鋭化してく
ると共鳴できなくなる人もいます。息の長い運動が大切と思います。先ずコロナ禍で病んだ人を救うこ
と。防災庁の設置が必要と思います。人材確保のため寄付を集め財政基盤を強くしていくことなど大切
なと思います。

50
①いつでも政権交代が可能になるような体制つくり②比例代表制を中心とする死票の少ない選挙制度
③司法制度改革による三権分立実現④真の民主主義の構築⑤身内に厳しい倫理規定による党内管理
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51

〇〇
とにかく、日本の現状をこのように変えていきます。
と簡潔に具体的に示して欲しい。例えば。
1.消費税10％はこのまま4年間継続します。ただし生活の苦しい人には消費税分を還付金によって補い
ます。（政権を取ったとき、現在のような借金大国の財政をどの様に維持するのか？過去の民主党政権
時の出来ないことを約束し再度の失敗をしないで欲しい。）
1.若者達に自分の将来を見通せるような政策を立ててほしい。それには、老後の生活は年金によって賄
えるように、成人して働く人たち全てに給金と給金を支払う人で年金を納める（アルバイト、パート、障碍
者も働く人すべて）給付を支払う人（中小企業者）が苦しい場合は政府が補うシステムを構築する。
1.このような政権を維持する為に、効率よく、迅速に働く人と政府

52
消費税5％、原発ゼロ、議員定数削減、一票の格差是正、最低賃金1500円、奨学金制度見直し、美術文
化スポーツ推進、選択的夫婦別姓、同性婚認定、横田空域返還、国連の新国条〇発、硫黄島空港民営化

53
忖度なしの本来の官邸主導政治の実現。政権を担うに値する党である事を明確に提示。危機管理能力を
確立。地位協定の早急の改定、中国での断固たる対応。先の政権汚点からの脱却。

54

政権をとるには現状をどう変えていくがのメッセージが必要です。まずは現状を正しく認識することが
必須です。ここ30年間、日本は世界の中で最低水準の経済成長で賃金水準は全く伸びていない。その原
因は、世界に比較して全く国民の能力を発揮できない国になっているということです。それはジェンダー
差別、正規非正規差別、デジタル化の遅れ等々、明治来の民法、経営者寄りの各種制度が原因でこれらの
根本的な改革が国民の力を発揮し豊かになるためには必須な事項です。支えあうだけでなく、明日に向
かって希望を持てる国造り、住みやすく、働きやすい国を目指すこと。

55
・原発、安保法案等の廃止は基本政策のはず、再度、明確にしてほしい。
・弱体化した連合ではなくて、足腰のしっかりした共産党との協力こそ政権への道

56
既得権益者（れんごうもふくまれる）の顔色をうかがうのではなく、格差。差別、原発の廃止を中心にぶれ
ることがない。息の長い活動を続けてほしい。

57

・党内においても若い人にチャンスを
・雇用において正規非正規労働の問題や同一労働同一賃金なども徹底して取り組んでほしい。
・もっとドブ板でそんな声をきいてほしい
・学校教育における問題や教師の多忙、いじめ等、教育格差、時代に合った教育も

58
経済政策面で分配論だけでなく成長戦略を語らないと信用されない。私見では、①原子力でなく再生エ
ネ②カジノ産業でなく健康産業（介護、医療など）③軍事産業でなく平和産業（スポーツ・文化）をモットー
に国民に強力にアピールすべき。

59 明確な対極に立つべき。ただし、二大政党制である必要はない。中選挙区制に戻す。

60
・情報公開を徹底すること
・再生可能経済への明確な方針・教育改革

61

現与党による自公政権を攻撃することで世論に訴える手法を得意とする幹部の国会議員の露出には辟
易している。「茶の間の正義」でなんとなく集まってくる支持層にこだわる必要はさらさらないと思って
いる。もう一点旧民主党の政権経験者が過去の経験実績を持ち出して、現与党に対抗する論戦も得策と
は思えない。アンケートにも書いたが、課題(私の最大の関心事は感染・経済対策の為の財政出動とエネ
ルギー庁の設立の2項目）絞り全党で統一して世論に訴えかける方針を打ち出してほしい。

62
④不必要に受ける人（片寄って）増え費用の無駄使いになる。
⑪日本の農地の美しさを大切にして損なわない計画を立ててほしい。
⑥役所の担当者に丸投げでなく受給者の自力を目指してほしい。
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2021、0723:立民主党に対する意日:
「がんばれ立憲民主党の会」から頂いたアンケートに答えます。
1.アンケート:セクション1(回答)に対する補足意見:
①コロナ対策のような緊急時には、支出が先に立つことはやむを得ない。
②「次回総選挙までの4年間」にこだわらず、「継続」を検討すべき。財源については他に探さねばならな
いが。例えば「炭素税」
③急務である。余裕のある資産層や大企業の内部留保は「格差是正」の意味を含めて課税すべき。海外流
出に対しては対策が必要。
④必要最小限度を決めそれまでは無料で良いが、超える分については有料たるべき。
⑤先日23円を上げるにも、大変な抵抗があったことを考えても、一挙に1500円まで増やすことには慣
重を要する(国が補助しても)。新入社員だけでなく広い層に適用が必要。
⑥方向は正しいが、よほどきめ細かく制度を決めないと、悪用/不正が生ずる。
⑦方向は正しいが、どこまで引き上げるか。
⑧原発推進は、「利権という私益」追求のため以外の目的はない。しかもコストが高く、万一の事故の際、
対策はない。無数にたまる放射性廃棄物処理法も確立していない。原発はゼロが正しい。他に方法はあ
る。
⑨現在の経産省は「利権の塊」だが、新しい組織は必要ない。既存の組織の権限を整理すれば良い。
⑩当然。現状の「法的分離」では親子関係が残り、完全自由化とは全く別物。
⑪ソ一ラー・シェアリングは(日本人が発明した)農業の新しい姿。耕作放棄地の救世主。地産地消に結び
つく地域経済の救世主。農水省の「利権という私益」は排除すべき。
⑫政治的配慮から、廃止すべきである.しかし、(外交努力にも拘わらず)台湾での米中対決が現実となっ
た場合、日本は「静観」で良いのか。
⑬LGBTの人権は尊重すべきではある。しかし、特別にプレイアップする必要は無い。
⑭「男系皇族優先」は変更すべきだし、候補者の固有名詞を考えれば正しい選択肢ではある。但し急がな
い。
⑮現状のようにすべてを秘密裏に処理することは、事実上犯罪だが、一挙にゼロにする必要はない。
⑯当然である。特別の理由がない限り、すべての情報は公開すべきである。

2.その他:
①アンケートには触れていないが、リニア新幹線は大変重要な問を含んでいる。静岡県の水問題だけで
なく、
環境面・財政面・今後の都市/国のあり方に関して超重要てある。今からでも遅くない、リニア新幹線の負
の部分をすべてオープンにし、公正で開かれた議論を全国民が関心を持っぺきである。
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黒潮のエネルギーは1日分で日本の1年間分のエネルギーに匹敵するそうです。1日分の365分の1を利
用できれば単純計算では十分ということになります。国民の為には国営ないしは公営にすべきで、水道
も私営（民間）なんてとんでもないと思います。時間がないので無礼お許しください。
1人で立党し熱く語った枝野氏は、何処へ行ってしまったのか?
保守の策略に弄され頑なに「共産覚排除」に拘る・・・余りに知恵が無さ過ぎ!イスラエルの「超野党結集」
を見習え!と言いたい。「党」は政策が違うのは当然・!何が違い何が共通かを、堂々と語ればいいだけ!こ
れは、したたかな「自民・公明」を見習えばいいしそれも例として「指摘」してやればいい。政治家は、良く
も悪くも「言葉」の使い方次第。「ああ言えばこう言う」の手本を示して欲しい。
優秀な枝野氏の言は(一定の知性ある)リペラル系には届く。しかし森喜朗以降の二十数年間で、確実に
国民の意識(頭・学力、学歴ではない)レベルは下降(劣化)しており、50才以下は「小泉・麻生・安倍」等
の、単純・短絡な「言葉遣い」が好き、というかそれしか知らない世代も多い。又、戦後から続く長い間の
自民政治の策略-・洗脳で、国民は「指示待ち症候群」と化し自らの「頭」で考えない・考える事を止めてい
る・考える力が育ってない。だから投票率も50%前後で、最近は更に下回る。国民の半数以下が「モノ事
を考えない→判断しない・出来ない上無関心層なのである。嘆かわしい!
＝これは野覚の責任でもあります＝
そんな5割の国民に対する戦略テクとして、自公の些末な言行にはあまり翻弄されず、一々言葉だけで又
声高に・「反撃」しない方が良い。特に、枝野氏・蓮舫氏は声質が高く、時に私でさえ「チョッと勘弁!」とい
う感じがある。"ここは声を「大」にして言いたい!)"出来る限り「声質・トーン」を下げ、スピードも「ゆっく
り」と、言葉は厳選・縮小して選び「最小限」に、そして最大限の「効果」を得る「表現」を絞り出して欲しい。
この場合も、大嫌いで信用ならない「敵」である、「小池都知事」も見習うべき点がある。どんなスキャンダ
ルもコロナ対策失政も意に返さず、記者会見では毎回「平然」且つ「淡々」と、退屈で意味の無い「答弁」を
してるが、それでも高支持率を維持しているのである。要するに今の人々はこんな「話し方」に駅染むの
だ。残念ながら、話の内容や何をしたか「以前」の問題だ。無意識に「感情むき出し型」や、腕えば「悪役(ア
ベとか)」相手でも「吊し上げ的」反論・反撃は、受け付けない体質に変貎している、という見方も考慮すべ
き。(私独自の見方だが…)
民主覚を応援し,ガッカリし…しかし私は大方の見る・言う「失望」ではない。未だに当時の政権が言われ
る程の「失政」と思ってない。言われ過ぎを放置したままなので、例の「大悪人」にまで「最悪の・・」などと
言わせる!
この時も何故,真っ当に「反論(勿論、・穏やかに整然と)」しないのか、見ていて腹が立った。
この、「民主覚時代がダメだった!」という、国民(メディアも)への「刷り込み」が、今に続く「支持率」の仲び
悩みに繋がる。リペラルの方々は誠実過ぎて、自民は（A,A,S)のように理屈抜きで相手を攻撃したり、
(A,A,S)のように平然と毎回同じ無意味な言い訳答弁も出来ない。それは当然で、同じレベルに落ちる
訳にはいくまい。しかし…
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セクション3
記入欄が狭いことで別に書く。迷惑と思うし果たしてこれを立憲民主党の役員に提示して効果はないよ。
・党にはホームページを利用して、何度かメールしているが、党首選任に問題はないのか?。現在はやりた
い人を選任しているが、果たして?やってもらいたい人はいないのか。現党首は、国民民主の党首と同じ
で、自分が党首でいたい人です。党を作った意識が強いみたいで党首でいたい人みたいだが、今までの
実績でふさわしいだろうか。有権者の意識をくみ取り、反映しているだろうか。民主党時代、初代党首の
功労人事、菅政権の目立ちたがり政権、野田政権の投げ捨て政権。野田政権が今の立憲に対する国民の
あきらめを作った最大に罪を作った。ところが、場山以外、自分の失政の反省もせず、相変わらず議員と
して、高給をとっている。それは自民も同じ。自民は議員の定年制を党内で決めているにも関わらず、長
老議員は従わず、日本をダメにしている。世界の政治は保守化というか、右傾化が顕著になっている。稀
有する兆候。
・立憲民主党や野党の現況は国会で何をしているか。昨今の自民・安倍総理及び菅官房長官の国民を裏
切る犯罪。及び官僚を人事権もって従わせる。政権に近い人の犯罪や、自身の犯罪を不問にするための
警察庁、検察庁、裁判所の人事の操作。それら国民は皆知っている犯罪なのに、与党・野党問わず、追求
できない。以前なら、自民の中にも現在の派閥と違う形のカの均衡した派閥があり、自浄作用があった
が、今の派閥には全く無い。韓国・文政権と同じことをしている。安倍政権は能力はないのだが、それを
本人は知らないで、岸、佐藤の49光で勘違いしている。確かにはぐらかし能力、ごまかし能力は、嘘八百
方言能力は誰にもまねできない。菅総理も同様である。嘘ばかりです。自分のしてきた悪を、表では知ら
ないふり。厚顔無恥。それでも、安倍再登場を画策する、自民と議員がいるとか。考えられない日本の恥
だ。世界に知られたくない。
・広島県選出の河合議員問題。1億五千万円の半分は安倍総理に還流している問題。政権に近い電通独
り勝ち問題。パソナの問題。
・国会での政権や政策をただす能力がないのではないか。昔の政治家は、問題を追及する能力があった。
取材力もあり、今のように週刊誌や新聞記事を材料に政権を追求ばかりでなかった。そんなことは記事
を読めば国民はわかること。それをどうするのか。どうさせるのか。それがこれからの政治家として追及
していく仕事。それをすべて嘘やはぐらかせることで、逃げられる。
・派遣労働制度は、絶対やめるべき。企業や雇う側は得するが、働く者の権利がまるでない。同じ仕事や、
同じ資格を取らないと、働けないのに、正規と派遣で、天と地の差が生涯うまれる。
・過疎化対策、少子高齢化対策、東京一極集中に対する、対策がない。高齢化対策は、日本だけの問題で
ないことから、日本がどのような対策をこうじるのか欧州の国も参考にしようとしたが、参考にならな
かった。なにもしないから。先進国はみな、高齢化社会問題に悩んでいるが、有効な対策を打てないでい
る。ヨーロッパも韓国もアメリカも。もちろん中国も一人っ子政策の影響で深刻らしい。
こんなことをいろいろ書いたところで、すべては皆さんご存じのことで、思い出すことで、書いたら止ま
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（別紙）
セクション3・立憲民主党に対する意見
1　かって民主党は「マニフェスト」を掲げることによって自公政治に代るオルタナテイプを示し、国民多数
の支持を糾合し、政権を獲得した。マニフェストに掲げた政策は、当時国民に新鮮な共感と賛同をもたら
したことは確かである。
2　立憲民主党はすでに中長期的視野で取り組む「基本政策」を発表しており、これに基づいて総選挙に
向けたマニフェストを早急に公表すべきである。基本政策は網羅的で詳細であるが、マニフェストは主要
政策の柱を立て国民にアピールする表現にする必要がある。
3　核兵器禁止条約が1月22日発効したが、基本政策には「核兵器の廃絶をめざす」としか書かれていな
い。「核兵器禁止条約を署名・批准する」と明記するべきである。唯一の核兵器被爆国として多数の国民
が待望していることである。
4　枝野代表は6月15日の菅内閣不信任案の趣旨説明で、新政権の施政について随所で所信を述べて
いるが、日本学術会議が新会員に推薦した105人のうち6人の任命を菅首相が拒否した問題で、「新しい
政権では、発足後直ちに、6人を新会員に任命する」と明言したことは、多くの国民が歓迎している。
5　憲法を敵視し、違憲立法を次々に強行し、憲法改悪を企て、専守防衛を投げ捨て敵基地攻撃能力の保
有に踏み込み、台湾有事には米軍と共に台湾防衛のために自衛隊の投入を容認するする自公政権。国民
の命を脅かすコロナ蔓延には科学的知見に基づく早期的確な対策を決断できず、危機管理能力の欠如
をさらした菅首相は、自らの政治的延命のために、コロナ感染爆発から国民の命を守ることよりオリン
ビックの開会を優先した。国民の信頼は地に落ちた。立憲民主党の出番である。野党間の選挙協力の協
議を早急にまとめてほしい。

自民党の政治にはうんざり。期待していた立憲民主党もメディアを通して見えてくる姿は積極的に支持
したくなるものではない。本当に一般の人たち一人一人の声を聴く気があるのかと疑ってしまいます。そ
のような折、夫にこのアンケートは届き、私（妻）も回答させて頂こうと思いました。思いが伝わるかどう
かは分かりませんが、届ける機会を与えていただけたことをうれしく思います。
セクション1
①D　感染症対策も経済対策も必要だが、国債に頼るのは反対。
②C　食料品は0に、高額商品は20％に、他は10％のままでいい。
③A　法人や富裕層からきちんと税を納めてもらい、正しく分配してほしい。中抜きできない制度
④A　アンケートが届いた時には今更？と思ったが、オリンピック開催しデルタ株が広がっている今は絶
対必要だと考えが変わった。
⑤A　1500円にはこだわらない。1000円でもいいから皆が早く払えるように。
⑥B 生活をやり直すことを保護を受ける条件にしないで。

67

立憲主義、基本的な大原則、欧米で基本中の基本とされることが定着せず守られていないので、徹底し
てほしい。
公共調達や賄賂・腐敗行為のルールが緩すぎるのではないか。
その他入管、実習生の人権など、国際的にみて当然の水準のルールを導入してほしい。

経済政策や税制（消費税の税率など）はテクニカルな問題であるので任せたい。

68
立憲民主党は、何を目指しているのですか？世界、そして日本をどうするつもりですか？自立と自然と
平和、この３つを目指してください。個別の政策ばかりに捉われないでください。

69

●２０１７年１０月の、あの枝野先生の言葉「政治家にとって政治理念とは、他の何事にも代えがたい・曲
げてはならない筋である！」に心打たれて党員になりました。　●国民主の様なあんな右派政党（『皆で靖
国神社を参拝する会』のメンバーがウヨウヨ右翼右翼）の方々を入れて欲しくなかったです。　●兎に角、
弱い者の味方で在って欲しいです。　●年金制度・生活保護制度は完全撤廃して、月額３万円のベーシッ
クインカム制度に！

70

政策の前に理念が固まらないのが最大の弱点です。ブレーンの層が薄すぎる。単なるバラマキポピュリ
ズムなら、確実に自公に負けます。小熊英二ぐらいを引き込めるようになってほしいです。「構想日本」が
取り組む「事業仕分け」は、地方での新しい芽を育てることにつながると思いますので、連携を求められ
たらどうでしょう。また環境対策では、日本の産業構造にも切り込んだ重層的で現実的な政策提言を求
めます。

71
アメリカに頼りすぎない自立した防衛体制の構築と予算の増額、そして民主党政権時代の民自公三党合
意の着実な履行を求めます。

72

立憲民主党本体がこのようなアンケートを実施すべき。第三者が実施して手渡すこと自体が立憲民主党
のボトムアップが機能していない証左になってしまう。世界のIT進歩に遅れないような教育改革の提案
に力を入れてほしい。日本は先進国から脱落しかかっている。経済の立て直し、財政赤字改善、年金改
革、医療費膨張制限をまず第一の政策にし、それが済んでからエネルギーと外交問題へ向かってほしい。

73
維新とは違うスタンスを取り続けてほしいです。
外交問題は鳩山さんの経験を踏まえた現実路線を模索してほしいです。
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74

主要政策を整理する必要があるように思います。たとえば、●嘘をつかない政府を作る ●女性支援の社
会インフラ増強 ●グリーン技術の産業政策 ー グリーン産業を大規模に興す(洋上風力など) 石炭発電
をゼロに ●雇用制度改革 ー 正規・非正規の二元体制の是正 ●民主主義と人権擁護を国民共有の価値
として堅持し、価値を共有する民主主義諸国と連携を広げる。このために近隣諸国との戦後和解をやり
直す(ドイツに学ぶ)

75

立憲君主党の理念には多くの人が賛同していると思うのですが、選挙をやると自民党が勝つのは、経済
対策の差ではないかと思います。
例えば、所得税や健康保険などの「扶養者」の収入額の上限を上げることはできないでしょうか。
現状はこの金額が100万円程度なので、派遣やパートの年収が100万円以下になるよう調整している
人が多い。
これが200万円になれば、可処分所得も増えますし、景気にも良い影響があるのでは

76

『生きるために政治を必要とする人々の側に立つ』政治姿勢を明確にして、それを政策にしていくシステ
ムの構築が必要。先日、台湾のオードリー・タンIT担当大臣と対話をしたが、台湾におけるコロナ対策の
ようにデジタルの力で国民の声、そして情報を拾い上げ、その解決に民間の力を活かすシステムの構築
をすべき。これは、総選挙に向けたマニフェスト作りに今からでも活かせるはずだ。

77

中国・韓国とはちょっと価値観が違うように思うので一定の距離をおいたほうがいいと思います。
モリカケ問題については、いつまでも引きずるよりも、出来る範囲で（証人喚問など難しいかと）、何らか
の形で、総括してしまったほうがいいとと思います。
ネガティブキャンペーンでなく、建設的な政策・方針を提案して欲しいです。
コロナ対策は、ある意味想定外の事態ですので、政府・与党と協力して欲しい

78

本来の意味でリベラルであること（近代市民社会の価値、自由、人権、平等）を何よりも重視し、かつ、立
憲主義（ポピュリズムや数の暴力に与しない）を貫いて頂きたいと思います。一方で、経済の発展や安全
保障については現実的なグランドデザインを示してください。特に経済発展についての施策的な訴求は
弱いと感じます。外交についても、欧米や韓国・台湾とは積極的に連携しつつ、安易に「親中」は示さない
で頂きたいと思います。

79
こどもに対する予算が少なすぎる。
分断され全く恩恵を受けていない。
国は中間層に残酷すぎる

80

（１）需要を喚起する経済政策を公表してほしい（最低賃金、老人から若年層への所得・資産移転、企業か
ら労働者への所得・資産移転、拡張的な財政政策など）、（２）枝野の真っ当な政治には共感する、（３）自
分を保守保守というのはやめてほしい、（４）バイデン政権と”積極的に”強調する政策を打ち出してほし
い。ともかく期待しています。

81

政権交代に近づくためには、穏健保守の票も取り込む必要があります。これまでの市民運動の延長線上
では、政策が内輪向けになりやすく、支持は広がりません。
お願いしたいのは3つです。第1に、嘘や隠蔽、利権との決別を明言すること。第2に、穏健保守にも気を
配り、むやみに対立をあおらないこと。最も重要なのは、経済に強くなることです。経済に弱い政党は信
頼できず、国民も政権交代させようとは思わないでしょう。

82

これ以上、アメリカの属国をしていたら日本はアメリカに吸い尽くされて干上がってしまう。今こそ米中
等距離外交、米中どちらをも牽制しながら、海洋国家として自立した国に。
大胆な移民受け入れと少子化対策で、国力を立て直すべき。
リーマンショック後に優秀な移民を集めたスペインは経済が上向いている。

このまま日米欧の国債刷りまくりを続けて、最後の破産・グレートリセットでババを引くのは日本になりそ
う。

83

国債の大量発行によるコロナ対策の充実は大賛成。コロナ対策に限らず積極財政（特にインフラ・教育な
どへの投資）を望みたい。そのために緊縮派を遠ざけてほしい（野田元首相が残っているのは印象が最
悪）。
自民党の逆張りでなく上位互換を目指すべき。「誰でも何度でも」のPCR検査や、再エネ最優先原則、完
全な発送電分離には反対。賃金格差是正や皇室典範改正はいずれやるべきだがいま公約で訴えるのは
得策でない。

84

立憲主義の核心は、権力の行使を憲法によって制限することにある。
憲法のもとで個人が等しく尊重されるために、最優先すべき公約は選挙制度改定である。
多数派が国会を蹂躙し多様な民意を封殺する独裁的な政治を変えるため、小選挙区制を廃止し、少数で
あっても多様な民意を議会に送り、数の力ではなく民主的な議論と連帯によって市民の幸福を追求する
国政を実現してほしい。
そのような連帯こそ、真の連合政権である。

85
北欧並みの福祉政策、賃金2000円台、大学までの学費は基本的には無料に。経済政策は自民党に対抗
できる能力を持って欲しい。ここが自民党から票を奪えるのではないか。
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86
与党でも野党でもどちらでも良い！国民が今一番望んでいるものに答えを出してください。早期コロナ
ワクチン接種(枝野さん、何処かで集めてくださいよ。）日本版CDC, 災害省 FEMA、等設立。

87

原子力発電に関する政策として、「将来の原発比率ゼロを目指す」とし、自民・公明との違いを鮮明にして
ほしい。
今回のコロナ感染症に関する反省を踏まえて、今後の感染症の対策に関する体制を強化してほしい（発
生時の抑え込み、迅速なワクチン開発・量産技術開発、緊急時の検査と医療体制などを強化するなど）。
そのため予算配分を十分にしてほしい。
日米地位協定の見直しに踏み込み、自主独立の国作りを目指してほしい

88

夫婦別姓、同性婚など個人の不合理を正して欲しい。
看護師、介護士、保育士の賃金を上げる事で雇用改善と最低賃金アップになると思う。
いまの日本には外国人労働者は欠かせない状況。技能実習生制度の内容見直して欲しい。
高額所得者の納税義務厳格化し、脱税、節税の取締り強化。
寄付、ボランティア、社会貢献に対しての税制等優遇措置。
核兵器禁止条約の批准。
議員皆さんは高い倫理観と尊い人権意識を持って欲しい。

89

・国民に対して政権運営時の反省がない。
・枝野氏は旧政権時のマイナスイメージがある。代表の座に若手を。小川淳也氏が最適。女性票に期待。
・小沢一郎、中村喜四郎氏の活用。
・山林の保護、開発に注力。災害の軽減に関連させる。
・細野豪志さんと野田、菅さんたち旧幹部と和解させ、彼を立憲に戻す。幅広いイメージ。

90

　公文書の保存と公開を原則とする制度を確立することは、国の将来をも左右する最も重要な課題であ
ると思う。歴史が検証できなければ、歴史に学んだ適切な立法や行政ができなくなってしまう可能性が
ある。この制度があれば、責任が確実に担保された行政の執行にも繋がると思う。
　政権獲得後あるいは政権獲得前から、プロジェクトチームを発足させ、米国の制度などを参考として立
法化を目指して頂きたいと思う。

91
共産党は名前を変えて日米関係を基本としながらもアジアとの関係も考慮した外交　共助公助自助の社
会　地方への権限委譲

92

創設当初のワクワク感　熱量が私自身下がってます。必ず出来る国民があっと思う施策が必要です。夢で
は駄目なんです。
どこかに消えた高速道路無料化　ガソリン税やガソリンエンジン消費税の廃止とか
あと大学授業料の免除　18歳まで子育てした場合　一人に付き年金割増制度創設
如何かな。

93

一番に掲げるのは、傲慢で、不誠実な安倍晋三政治からの脱却と、官僚の能力とやる気を引き出し、効率
の良い正しい政治の、旗手となる。ジェンダーや、女性問題ばかりが目立つ今のスローガンではなく何を
一番に掲げるビジョンかが間違っている。経済も、新しい再生可能エネルギー技術の確立を目指し、最低
賃金の国内統一で、1200円程度の先進国レベルとして、地方での若者の雇用を増やし、東京のリスクの
低減を図る。

94

現時点では、膨大な手間がかかる消費税減税より、賃金の引き上げ等、生活の底上げが先決だと考えま
す。
また、原発については全廃が理想ではありますが、再生エネルギーの安定供給等、課題もあります。持続
可能な経済成長のためにも、社会の仕組みそのものを見直す時期に来ていると考えます。

95
地位協定の是正。会見より民法・法律の改正。内部留保の削減、教育、医療、福祉、科学へのテコ入れ。
ベーシックインカムの導入、国会議員の半減・国家公務員の資格をなくす。

96

ちなみにセクション２の④の質問では、「中国」が入っていなければ、Ｂに〇をつけます。
中国は、人権問題、香港問題などあります。最近では、「中国産」のものはできるだけ買わないようにして
います。ユニクロも買いません(笑)。
今後は、中国ではない東南アジア諸国（インドなども含めた）のサプライチェーンの開拓などが必要だと思
います。

97
アンケートにはありませんでしたが、いわゆる　LGBT差別禁止制度　および　同性婚の制度の法案をま
とめ　憲法に加えて頂きたい。

98
忖度なし本来の官邸主導政治の確立、地位協定改定、中国に対し国際秩序遵守の断固要求
政権を運営するに値する党である事を、明確にメディア等を通じて国民にもっと訴えるべき。民主党時
代の汚点を恐れるべきでない。
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99

１）外交は、将来的にCを目指しながらのB
２）連合の支持を得るための妥協は止め、若者や弱者の為の政策を中心に法制化を頑張って欲しい。
３）科学立国を目指し、大幅に教育・大学・研究所・人材に投資すべき。

100

以下、箇条書きいたします。
１．まずは連合と手を切ること。経団連の労務部門である連合と手を組んでいるから真の市民政党にな
れない。
２．国民民主党と手を切ること。同党は小池都知事国政復帰の際の受け皿です。
３．新型コロナは2020年2月17日に厚労省が発表通りコロナウィルスによる風邪症候群。新型コロナは
2009年の新型インフルエンザと同じ対応をすればよかった。日本の現状は自公政権の失政です。
公立学校の教職員に対する給特法を即刻廃止する。

101

日本が長期にわたって低成長なのは、派遣業者がのさばり、本当に支払われるべき人件費を横取りして
いるからである。トリクルダウンなどある訳がない。立憲民主党および野党には、派遣制度の廃止を強く
望む。富の再配分が必要。（もっと書きたいことはあるが、2000字ではなく、200字以内というメッ
セージがでた）

102
国民の貧困対策を重点に具体的な政策を提言してほしい。シングルマザーへの支援、非正規公務員の待
遇改善、派遣業者の公共性を確保するための制度的見直し、等々。

103

連合とは距離を取り共産党との連帯をより一層深める事をアピールし、反自公としての受皿になりうる
事を明確にすべき。
反緊縮への転換が中途半端。最低でもコロナ収束までは大規模な財政出動を約束し、コロナ後について
も社会保障の部分は維持し続ける事を約束すべき。

104

発足以来応援しています。17年10月19日
秋葉原の演説、その場で聴いてました。
知性、理性、倫理の欠落した自公政治を終わらせ知性溢れる枝野さんを次期首相にと強く思います。

マスコミをもっと上手く利用してください。
内閣人事局の廃止も公約に入れてください。
歯切れの悪さの一番の原因連合にもっと強くモノを言って欲しいです。
消費税は廃止してください。

105

今の自民党公明党や隠れ自民党の維新に日本を任せていると、もっと大企業、外食などとの腐敗が続
き、多くの国民が苦しめられていきます。なんとか地方公務員だけでなく、一般の自営業者や中小企業、
サラリーマンの市井の人々の幸せを担保するために、共産党とも組み、政権を奪取し、秘密保護法などの
人権を抑圧する法律を廃案にし、植民地状態にある日米地位協定なども廃案にし、新の独立国家を打ち
立ててください。

106

高速道路無償化
高校無償化
消費税廃止
ベーシックインカム導入
など、わかりやすい明確なビジョンを示して欲しい

107

共産党との協力は打倒自民には絶対必要。立憲民主党は、大企業労働者＝既得権益者である組合員のこ
としか考えていない連合に気を使いすぎだ。もっと国民目線で考えるべきだ。また、日本的雇用制度の
破壊も是非主張してほしい。終身雇用、年功序列、そして一方的な転勤命令など、明らかに時代にそぐな
わい制度が多々存在しており、これらが家庭生活の維持や日本の成長の大きな妨げになっている。

108

女性・女系天皇について一言。天皇制は社会的にも、何より国家の基軸となる機関としてすでに破綻を見
ています。最も望ましいことは、現在の天皇制が自然に崩壊消失するに任せることで、時間をかけてこれ
に代わる国民統合の象徴を構築していく（その中には連邦制への移行、というlocal patriotismもあり
得るでしょう）を模索すべきと考えるからです。また天皇家という痛々しい存在をこれ以上強いることも
不当です。

109

私は30代の契約社員で、中学から不登校になり仕事を転々としている。今の社会では、一度道を外れて
しまうと、復学や正社員になるのは難しく、何がしたいかではなく、生きていくために何が出来るか探す
しかない。あらゆる環境・年代の人が様々な選択肢を持てるように、社会を変えて欲しい。不登校児向け
のオンライン授業、リカレント教育のための学費支援、返済義務のない奨学金の増設など、学問に関わる
政策の充実を願っている。
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110

２０００字ＯＫ？　２００字以内でと赤字が出るけど？２００字じゃ何も書けない！
党の印象が良くない（党首は千葉県知事の熊谷氏のような人が必要）枝野タバコやめて。
政権交代を言うなら「シャドウキャビネット」を作り具体的政策をアピールすべき。
災害対策で河川の氾濫は短工期・高強度の「鋼の矢板」で対応すべし。法律は改正せよ
政治で格差／貧困を無くすべし。税制は改正せよ。公人の活動はすべて公開／可視化せよ。

111 本多議員の措置に関しては行き過ぎでした。報告書もいい加減です。

112
この機会にぜひ政権についてください。
共産党とともに、ぜひ、現在の憲法と、少なくとも現在の人権を守ってください。
国会は年間通じて開催すべきです。
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⾃由記⼊ 党運営に関するもの まとめ
n=1005の回答のうち、695件
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政権を取る熱意、熱量

1 本気で政権を取る姿勢を見せてほしい

2

私の政権に対する怒りはあきらめに変わりつつあります。立憲も実効性ある政権奪取のプロセス
がとれないなら存在価値が疑われます。国民に残された時間はもう多くはありません。覚悟して前
進してください。

3

党を作った時の情熱が無くなっているように見える。何に対しても「反対」だけで代案が示せてい
ない。誰のために政治をやっているのか、この国をどのようにしようと思っているのか全くわから
ない。次の選挙に自分が通ることだけを考えているようにしか思えない。がっかりだ。

4 落ちついてきており、あまり本物の気迫が感じられなくなった。

5

いわゆるマスコミの野党がだらしないから、反与党の受皿になっていない等の意見があるが、もっ
と強いメッセージを発信して、世論を引き付けるべきだと思う。立党時の熱があまり感じられない
のが残念だ。スキャンダル、失言等には特に気を付けてほしい。

6
本当に自民党に代わり政権を担う覚悟があるのか！自民等を引きずり下ろし、解体させる程追い
込まねば。今の立憲民主党より共産党の方が共感を得られる。

7

（別紙）(1)以前、枝野代表がネット番組（たかまつななさんの番組だったと思います）に出演したと
き、「民主党の時は期待値をあげすぎた。だから失敗した。今はあまり期待値を上げないようにし
ている」と発言していました。そのときは心底がっかりしました。そんなことでは政権はとれないと
思います。
(2)枝野代表は連合に対して気を遣いすぎている印象を免れません。このままでいくと、立憲民主
党は連合の下部組織のようなイメージをもたれると危惧します。とくに国民民主党との合流の後
にその傾向が強まっています。国民の中には連合に反感をもっている人も多いので、連合色が強
まりすぎると政権をとれないと思います。

8 情熱が感じられない！ 立ち位置・姿勢が見えない！

9 本気を見せてほしい。中途半端です。

10

政治のことがよくわからない私も雨の中新宿まで枝野さんたちを応援に行きました。あの時の熱
はどこに行ってしまったのでしょう？原発反対、行政の不正、不公平は絶対に許さない事、アメリ
カとの関係を大切にしながらもアジアで積み上げてきた民間も含めた外交を尊重すること、当た
り前のことをはっきり宣言して欲しいです。

11 何か物足りないような気がします。

12

政権を担おうとする気概が全く感じられない。このままでは、最悪の政権の片棒を担いでいるの
と同じです。地方の地盤を固める必要があると思います。地味な仕事を大切にしてください。

13

今の自公の政治を見ていると、本当に「もっとちゃんとしてほしい！」と思います。ちゃんと記録を
残す。ちゃんと説明する。ちゃんと責任を取る…etc。こんな大変なときに国会を閉じ、会見での説
明も言いたいことを言いっぱなし。これではいくら緊急事態宣言を出しても、人流は減らないわけ
です。「なぜ皆こちらの言うことを聞いて自粛してくれないのだろう…？」って…そんなの当たり
前です。必死さが丸で欠けているのですから。枝野寝ろ、がない。毎日毎日出てきて、質問がなく
なるまで会見をすること、と台湾のA・タン氏が言っていましたが、その発想がない。ある意味、
チャンスです。小川淳也さんの熱さが必要です！

14
政権を取る本気度を見せて欲しい。経済政策と外交について具体的なビジョンと知見が見たい。
連合も、経団連も、古すぎます。ITや新しい世界を見て欲しい。

15

創設当初のワクワク感、熱量が下がってしまってます。
高速道無料化とかネ。又は、ガソリン税を下げるとか、国民があっと思う施策が必要です。
大学授業料免除、子供18才まで育だてたら年金増額もどうかな。

16

立党時の熱さ、勢いがない。共産党の芯のある言動が今のメチャクチャやる自民党政権にNOが
言えると感じている。もっと野党第一党ろして、国民とともに戦う姿が見えないと支持できない。
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政権を取る熱意、熱量

17

アンケートを送付いただきありがとうございました。私も皆さまと同じ気持ちでおりました。尊い
機会を頂きましたこと感謝申し上げます。
（別紙）
追伸
この度は、思いもかけずアンケートをご送付頂き、これも何かの縁と考え、日頃感じておりました
思いの丈を記させて頂きたいと思います。
①政治信条について
政治家にとって、何が必要不可欠であるかと考えた時、私は「思いやる心」だと思っています。崇高
な政治理念であれ、政治活動であれ、その根底には「思いやる心」が無ければならないと考えま
す。これは、政治家に限らず人間性の原点です。人を「思いやる心」。自然を「思いやる心」。これが
全ての始まりではないかと思っています。その心があってこそ、初めて国家ビジョンが生まれ、そ
の為に何を実行すればよいのかが見えてくるのではないか、と思います。そして、その心があれば
その発言や行動は人々の心に響くものになると確信しています。今の政治家を見ていると、自己
顕示欲を満たすため、或いは権力の掌握が目的であると感じすにはいられない稚拙な政治家が大
勢を占めているように思います。その人々の言動は己の為の物であり、「思いやる心」は微塵も感
じる事が出来ません。多くの国民が政治不信になり、投票率が低率となるのも無理からぬ事です。
自民党にとっては都合の良い状熊です。
そう考えて、立憲民主党を見た場合に国民の目にどう映っているのでしようか。枝野氏が立憲民
主党を立ち上げた時、そこには国の行く末を案じ国民の為に政治家生命を掛けた熱い思いが感じ
られ、それが政治に無関心であった若者にも伝わり、多くの共感を生んだと思います。ですが、現
在の立憲民主党がその時の熱き思いを継続し、国民に発信出来ているかと言えば甚だ疑問です。
自民党が政権与党に返り咲いて以降、その政治姿勢、実熊は目を覆いたくなる内容です。立憲民
主党には多くのチャンスがあったと思います。にも拘らず現状では、辛うじて野党第一党の立場は
保持してはいるものの、国民から政権交代を任せられる政党としての支持を集めているかと言え
ば、言い難い状況です。何故なのでしようか。普通の国民が政治の状況に関する情報を目にし耳
にするのは新聞、テレビ、ネットニュースです。これらは、政権与党によりコントロールされ、与党に
都合の良い情報発信になっています。その状況で、立憲民主党は政権与党の不手際を責め立てて
いるだけで、追い詰める事も出来ず、与党支持者には負け犬の遠吠えに見え、無党派層には政権
交代は程遠いものと映り、支持者は歯痒い思いを募らせ、無関心層は更に無関心にならざるを得
ない状況を作り出していると思います。それは、立憲民主党からリーダーシップと覚悟が感じられ
ないからに他なりません。今の立憲民主覚が何を目指して、何を行いたいのか何も見えてこない
のです。国民を思いやり、国を思いやり、世界を思いやる心が何も伝わってきません。結局、立憲
民主党の議員も政治家になる事が目的で、「思いやる心」を保持し、その為に政治家としての資務
を果たす気概など持ち合わせ な ただの政治集団 しかな の はな かと残念に思うば

18
立党当時の熱意がない。幹部層に国民的支持のある人がいない。枝野代表の後継育成が喫緊の
課題。今のままでは少数野党

19

立憲民主党は野党の中でトップになることを目指しているだけで、国民のための政治をめざすた
めに政権交代しようという気概がない。一昨年の統一地方選挙以来この姿勢が顕著。なぜ最低賃
金の大幅アップと消費減税を掲げないのか？コロナ対策でも頑張っている首長を支援してPCR
徹底検査・生活補償のために頑張らないのか？

20

なにがなんでも政権をとる姿勢を明確に。そのため、党内に根強いプライマリーバランス健全化を
絶対視する緊縮財政論から、積極財政への転換を一刻も早く明確にしてほしい。自公政権のコロ
ナ失政で苦しむ国民を救うために最大野党が先頭に立たないでどうするの？今回が最後のチャン
ス。希望を奪わないで。国債発行で財源を確保して現金給付、そして最低でも消費税5％。立民が
本気になれば山は動く。

21

立憲民主党が立ち上がったときは枝野さんがヒーローに見えるほどでした。現在はそのようには
感じられず、政党としてはどっちつかずの政党であると感じて居ます。マイノリティの人たちが生
きやすい社会を作ってほしいです。自民党の政治にはほとほと嫌気がさしています。選択される
政党になりますように心から期待しています。

22

創設当初のワクワク感　熱量が私自身下がってます。必ず出来る国民があっと思う施策が必要で
す。夢では駄目なんです。
どこかに消えた高速道路無料化　ガソリン税やガソリンエンジン消費税の廃止とか
あと大学授業料の免除　18歳まで子育てした場合　一人に付き年金割増制度創設
如何かな。

23

党としての信念が軟弱化したような印象があります。新宿駅バスタ前の選挙演説の時に感じたあ
の熱量はもうないでしょうか。
私はあの風景に日本の民主主義はまだ死んでいないと感動していました。
日本共産党の方がブレない分、政治家として信用できると思われるのではと思います。
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政権を取る熱意、熱量

24

次期総選挙で政権を取ると言う熱意を感じない。岡田克也氏や中村喜四郎氏は、次期総選挙では
自公に勝手な事をさせないだけの議席を得る、と言うような意向をお持ちのようですが、自公政
権が追い詰められても解散を選択する事はあり得ないと思うので、それではもう4年の自公政権
を許すだけになると思う。小沢さんのように、なんとしても政権を取るのだ、との気迫が欲しい。
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ボトムアップへの期待

1
ぜひボトムアップの政党として政権を取ってほしいが、そのために単に離合集散するようなことは
やめてほしい。「誠実」を大切にしてほしい。

2

立憲民主党の立ち上げにはとても感動しましたし、今でも枝野さんを応援しています。連合の顔色
をうかがわないといけない事情があるのかとは思いますが、政権交替を本気でやるためにはこの
ままでは難しいと思います。今の状況は悔しい。あらゆる手を使うべきだと思います。あと、わき
が甘いことが度々起こるのは何故なのか。しっかりしてほしい。すご腕の演出家、構成作家などの
力を借りてほしい。シンクタンクの力と共に。
セクション２の①　BとCの間
セクション２の③　とにかく全部とつながった方が良い！難しいことだとは思いますが。

3
国民（特に若年層とのコミュニケーションが欠けている）
若く優秀な議員をより前面に立てるべき・議員世襲禁止・候補者クォーター制導入

4

若者の支援者が少ないとは言え、共産党は地元(私の場合品川区)に支援者がいてさまざまな活
動を支えている。立憲にはこのような力は無いが、本来は地元に根ざす活動をしないと自公政権
に替れないないと思う。都議に若い人もおり、若手を育て、活用する党になって活力ある政党に
なってほしい。ボトムアップ体制がないように見うけるが、必要だと思う。インターネットを活用し
て情報発信、連絡をした方が良い。

5
クソの役にもたたない「連合」と手を切るべし
「保守本流、結構！今の自公政治とは違う、ボトムアップの政治を！

6

初期の頃の一般市民からのボトムアップ提言が少なくなったような気がします。共産党も含めもう
少し議論と擦り合わせをしてください。譲れることと譲れないことが見えてきません。残念ですが
自民党もダメだが他に選択肢がないと言われてしまいます。良い提言たくさんありますので、可
視化してください。

7

結党当時、私が立憲民主党を支持していた理由は、当時の安倍政権も、安倍政権への対抗勢力と
して結党された当時の「希望の党」も、一部のリーダーによる独裁的な政権運営を行うのではない
かと危惧したからであり、それらとは違い、ボトムアップ型の「まっとうな政治」を掲げた立憲民主
党に期待したからです。しかし現在の立憲民主党は、結党当時私が期待していた姿とは違うように
感じております。

8

立憲民主党本体がこのようなアンケートを実施すべき。第三者が実施して手渡すこと自体が立憲
民主党のボトムアップが機能していない証左になってしまう。世界のIT進歩に遅れないような教
育改革の提案に力を入れてほしい。日本は先進国から脱落しかかっている。経済の立て直し、財政
赤字改善、年金改革、医療費膨張制限をまず第一の政策にし、それが済んでからエネルギーと外交
問題へ向かってほしい。

9 政権を担える政党であってほしいと思っています。

10

アンケートに参加させて頂いてありがとうございます。
枝野さんの初めての有楽町での街頭演説を聞いて以来、その志や原発ゼロなどの政策に共感。
パートナーズにもなりました。
立憲フェスやワークショップに参加もし、新しい市民参加政党だと思いましたが、最近は執行部や
国体委員長が仕切る、旧来の悪しき政党のように思うことも…。
コロナ後、最悪の五輪後に希望が持てる、共に頑張れるビジョンを立憲と共有したいです。

11

第1回の党大会(?)にまで参加させて頂いたのですが選挙の協力要請や、献金の案内等々が全然
来ません。立憲民主党はボトムアップなのでしょうか？
「政権を取ったあとどうするのか？」が全然見えてきません。一般の有権者はもっと見えていない
と思います。今はもう支持していると明確に言えなくなってしまいました。（選挙では投票すると
思いますが）2000字ではなく200字までしか入力できないようなのでこの辺で…

12

ボトムアップの政治というなら、れいわ新選組と同じく消費税は廃止しか無い。財務省のプロパカ
ンダに騙されずに、嘘しか垂れ流さないマスコミなどに毅然とした態度で真実を訴えてほしい。安
保法、特定秘密保護法、ＴＰＰ、ＲＣＥＰ、スーパーシティ法、種子法・種苗法など自民・公明・維新な
ど売国政党が通した法案を、全て廃案にしてほしい。中国共産党やＣＳＩＳ（ジャパンハンドラー）等
に消されそうな日本を救ってほしい。

13

党員、支持者の中には国会議員や官僚より優れた知見を持っている人がいる。
そのような人を発掘し、政策実現のために助言を求める党制度を確立することで、ボトムアップ
力、制作実現力を付けられる。
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ボトムアップへの期待

14

有権者の意見により真摯に耳を傾け、党としての政策を十分な調査と議論に基づいて検討し、明
確な表現で党内外に発信すべき。野党間連携により誠実に強力に取り組むべき。世論調査でも支
持率が伸びておらず、「十分に信頼されていない」という現状を危機感を持って真剣に受け止め、
信頼獲得の努力を強化することに本気で取り組むべき。安直な「政治的な動き」では信頼を獲得で
きないことに気づいて欲しい。

15

各選挙の投票率を見ると、政治に対する国民の主権意識は危機的状況にあると思います。本当
は、国民全てが政治によって様々なことを感じているのにもかかわらず、ただ感じているという
「政治感覚」に、これまでの政治がさせてしまったように思います。ボトムアップもなかなか困難な
感じがします。

16

当初海外の少数政党のように「草の根」や「ボトムアップ」を連呼していた頃は、ここまで大きくなる
とは予想していなかった。運が良かったと思う。与党の新自由主義路線に対抗して、「たすけあい」
路線を打ち出したことで対立軸が鮮明になったのは良かった。しかし、この路線は財政を圧迫しそ
うな印象を与えるので、数字を示して現実的な政策だと有権者に納得してもらえるかが鍵だろ
う。

17

このアンケートに非常に不満です。雑な質問、特に消費税については安易な争点化を避けるべき
であり、「枝野ビジョン」で示された論点を踏まえて議論すべきです。それ以外の設問も大衆迎合
的な議論に終始するものと思います。
立憲のボトムアップな議論は、個人の発言を主体とし、安易なアンケートで集約する方法とは対極
にあってほしいと思います。
立憲には、このような数頼みのアンケート結果に左右されない熟議を期待します。
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現執行部への応援

1

立憲代表枝野氏は好きですが、もっとしっかりしてほしい。場合によっては自分が首相になれなく
ても、もっとキャラのある人物を首相に推してでも政権をとるぐらいの根性を持ってほしい。

2

立憲民主党は枝野氏を中心にすばらしい活動を展開されている。しかし、なぜか支持率に結び付
いていない。その原因は何なのか。立憲民主党を応援している1人として、理解不能です。日本の
ために頑張って下さい。

3

残念ながらなんでも「反対野党」のイメージが強く、いつも怒ってばかりいるイメージが若者の賛
同を得られていない。私は枝野さんが好きだが、ソフトで女性（ニュージーランドのアンダーソン首
相のような）の新しい党の顔が必要。（枝野さんは幹事長タイプ）。加えて、各政治家の『専門性』が
活かせるような活動の場（含むシャドーキャビネット）づくりが必要。

4

今の執行部のメンバーが、どうしてもあのダメだった民主党時代の顔ぶれと変らず、期待感がう
すい。枝野さんは悪くないが、目新しいビックネームが加入してくれると良いのだが…。柔軟に
なった共産党を排除している様では、日本のリベラルに未来はない。　自民党の懐の深さを見習う
べき。

5

沖縄の基地問題、新基地埋立てに反対してほしい。香港・台湾問題で自由な民主活動家を支援、中
国政府とそこでは対立してほしい。もっとラディカルに。枝野代表の著書を読みましたが、助け合
いという理念に相対的に支持します。

6

私も金権・独断的な自民党政権にはうんざりしています。特にアベさんは最低であの長期政権で
公務員が変質したとさえ思っています。（公務員がかわいそうとも思います）立憲！がんばって下
さい。

7

とにもかくにも、次の選挙で政権を獲得することが重要だと思うので己の利益ばかりに目を向け
ず、できることは全て、少々乱暴なやり方でもやって、必ず勝ってほしい。もう自民党には我慢で
きません。
セクション２の③　[日本共産党にたいして]解明してくれればbetter　印象が悪い。

8 是非政権交代して枝野代表に総理になってもらいたいです。

9

連合に気を使うより無党派層に、日本としても必要である主張をすべき。原発廃止、安部前首相の
嘘の追求。原点にもどり国民に寄り添え
がんばれ立憲、枝野ひよるな。

10 政権を取って下さい。

11

誕生の時、大宮駅前での枝野氏の訴えに涙して応援しました。今もその気持ちは変わりません。悪
政極まりない前政権・現政権から政権交代することのみを目指し、違いを乗り越えて結束して下さ
い。

12

枝野さんご自身のお考え、党の理念はとても良いと思うのですが
まれに、末端の地方議員(あるいは候補者)に、それに反するような人がいることがあります。考え
が徹底されていないのでは？と思うことがあります。
もしそのような人が自分の選挙区の人だったら貴党には投票しません。

13

・私は自慢することではありませんが、若干積極的に立憲の主張、議員さんの動き、発言を見聞き
しますので、枝野氏など頑張っていると思いますが娘など仕事、子育てに手一杯の人たちは「枝野
さんどうしたの？力なくなった」と申します。若い人たちをどう取り込むか本当に難しい。国会中
継を見て、紙読むのに精一杯の我国トップとカンペなしで理路整然と主張できる枝野氏を自分の
眼で確かめれば、それで十分なことが了解できるのですが仕事をしている人は国会を見られませ
ん。Youtubeとかあるのですが…
・あの連合に気がねして中途半端というのは何とかなりませんか？私は共産党の人の発言から多
くを学びます。

14
枝野氏の今のスタンスは悪くない。共産党とも連合とも国民ともケンカをしない様にうまく立ち
回っている。ほかの人では無理かも。

15
期待しています。共産党、れいわと手を組み、しっかりと新たな政策を提示して選挙に臨んでくだ
さい。今度こそは本当に国民主体の政治をして頂けることを望んでいます。

16

ときどきおかしな候補者を立てるのがちょっと…。「おしどりマコ」氏などは不適切だったと思う。
科学にのっとりまっとうな人をたててほしい。カルト化した自民に負けないで！枝野さんは応援し
ています。地熱発電も活用してほしい。
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現執行部への応援

17

反自民、独裁政治阻止という点で立憲民主党を応援しています。まだまだ地方政治での足腰が弱
いとか、政権批判でもマスコミのネタだよりになっているなど、調査能力の不足を感じます。政策
にしても自民党がまねをしたりすりよられたりすると自民党との差別化が不鮮明になりそうで政
権交代は難しいと思っています。マネされないような真の通った政策、方針を立てていただいて、
地方でも力を付けてから政権政党を目指してください。

18 枝野代表の強力なリーダーシップに期待。

19
4年前のあの時立憲民主党は暗闇の中の一筋の光でした。自信をもって進んでください。応援し
てます。

20

枝野さんにはぜひ次の総理になってほしいと思いますが、そのためには共産党ギライのイメージ
を払拭する必要があると思います。選挙協力の時だけ利用しているように見えてしまっています。

21

政治は生活であると思っている。難しいことはわからないが、少なくとも今の与党には絶対に政
権を任せたくない。政権交代は必要だが、立憲単独では現状頼りないと感じる。やはり共産党と連
立内閣を作れないかと考える。今危機的状況にある政治に対していわゆる「きれいごと」ではなく
がむしゃらさがほしい。決して経済的に裕福なものではありませんが、立憲が立党したときからそ
の心意気に感じるところがあり、寄付をしました。なくてはならない存在だと思っています。世論
の期待に応えてください。

22 枝野代表を信じています。

23

第二次安倍政権依頼続く政権の私物化、新型コロナウイルス対応の拙さ、東京五輪で多発する不
祥事など自公政権に対するウンザリ感はピークに達しています。今度こそ自公政権を倒し、立憲民
主党を中心とする政権を樹立してください。そのためには共産党を安易に排除することなく政権
交代のスローガンのもと、多くの野党勢力が結集できる公約を掲げ、衆議院選挙を勝ち抜いてい
ただきますように期待しています。

24

厳しい環境の中でよく頑張っていると思います。ジェンダー問題は大切ですが、支援団体が先鋭
化してくると共鳴できなくなる人もいます。息の長い運動が大切と思います。先ずコロナ禍で病ん
だ人を救うこと。防災庁の設置が必要と思います。人材確保のため寄付を集め財政基盤を強くし
ていくことなど大切なと思います。

25

・連合に足を引っ張られているようだが原発以外にどのような齟齬があるのか
・枝野ビジョン拝読。わかり易く国民の幸福を考えてとても良いと思う
・国民の生活を良くする方向へ持っていけば支持を得られるのではないか
・非正規雇用をなくすシナリオを国民に示す
・しかし民主党時代に非正規雇用を進めた記憶がある
・オリパラコロナでMMTをせざるを得なくなるのではないか立民の考えは？

26

枝野ビジョン（「自助」を強いる社会に未来はない）をベースに選挙向け対策を早く構築し、外向け
にPRして欲しい。あまり連合（国民民主党）との連携にこだわる必要はない。無党派層にアピール
する政策も作ってほしい。

27

政策のことはよくわかりませんが答責の放棄や議会の軽視など民主主義をないがしろにする自公
政権の懲戒を期待して応援しています。小異にかまけて適に漁夫の利を与えることなど無いよう
呉々もお願いいたします。

28

このようなアンケートを企画されたことに敬意を表します。私の接するSNSが片寄っている為か、
立憲民主党の存在感は薄く枝野さんや安住さんの言葉に接する機会も少ないです。応援している
議員さんはいますが、党としてはあまり期待していません。セクション1に挙げた項目をすべて推
進するならば全面的に支持します。日本共産党是非協力すべきです。日本共産党が嫌われている
のは主観国家として当たり前のことを主張する為アメリカから疎まれているからのように思いま
す。鳩山政権が短命に終わってしまったのは大変残念でしたがアメリカからの自立を目指した政
治を③に挙げた野党と協力して実施して頂きたいと思います。

29

・枝野さんはよくやっている。支持率が上がらないなか、今までの民主党なら内輪もめで更に支持
が下がっているように思う。踏みとどまっている。
・日本人は目先の物事しか見ないので総花的な公約より、消費税等インパクトを重視する方が良い
原発の関心ももはや薄いのであまりこだわっても利益が無い
・山本太郎を利用しては（消費税で）
自民は選挙で勝つためには平気でウソもつきますが、悪い事ですがその貪欲さは見習ってもよい
と思う。本気で戦う気迫（フリでもいい）を国民に見せる必要。勝たないと何もならない。
・勝つために共産党と妥協の上調整してください。
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現執行部への応援

30

まずは自公政権より議席を1つでも多くすることに力を注いでほしい。私は現在は立憲民主党を
支持していますが連合政権に共産党を入れないとは大反対です。共産党は全面的に同調できない
からずっとまともなことを言っているのは共産党です。私はここ10年くらいでそう思っています。

31

立憲民主党の今の政策は正しいと思います。立憲民主党をアピールするためには、いわゆる「無党
派」の人たちも含めて多くの国民が共感できるテーマに絞って訴えていく必要もあると思う。（科
学的なコロナ対策、男女、ジェンダーの平等など？）

32

民主党政権が失敗した記憶は残っているから、すぐに議席が飛躍的に増えることはないと考え
る。だから、あらゆる選挙で地道に１議席でも増やるよう頑張っていただきたい。あまりに誤った
やり方をしたら（結党理念を捨てた離合集散等）さすがに支持をやめるが、この４年間、最低限のこ
とはできていたと思う。欲を言えば、国会でも記者会見でもよいので、「我々が新型コロナウイル
スを制圧する。」と明言していただきたい。

33

枝野さんが初めて衆議院選挙に立候補して以来、彼の考え方を支持しており、政策の細部では、若
干の異論はあったとしても、反自民という無党派層の受け皿となるためには他の野党との選挙協
力は進めるべきであると考える。

34

●２０１７年１０月の、あの枝野先生の言葉「政治家にとって政治理念とは、他の何事にも代えがた
い・曲げてはならない筋である！」に心打たれて党員になりました。　●国民主の様なあんな右派
政党（『皆で靖国神社を参拝する会』のメンバーがウヨウヨ右翼右翼）の方々を入れて欲しくなかっ
たです。　●兎に角、弱い者の味方で在って欲しいです。　●年金制度・生活保護制度は完全撤廃し
て、月額３万円のベーシックインカム制度に！

35

1.農業政策をもっと勉強すべき（農村表は固い）
2.「目立つ女性議員」ではなく「できる女性議員」を重用すべき（蓮舫など論外）を
3.政策はまちがっていない。がんばってほしい。連合に振りまわされないこと。

36
誠実に国民のために政治をしてほしいです。嘘や誤魔化しばかりで国民を顧みない政府にはうん
ざりです。嘘が罷り通る政治はもう終わりにしてほしいです。頑張って下さい。

37

「立憲民主党はあなたです」は、素晴らしい発信です。政治を庶民の手に取り戻したいと考える
人々が、立憲民主党に結集しているのではないかお感じています。私達の代弁者である議員各位
におかれましては、「庶民の人権と生活」のことを24時間365日忘れることのないよう、とりくん
でいただきたく、心から願っています。これからも一緒によろしくお願いします。

38

枝野さんの考えは共感できることが多いし、国会での発言も支持できる。しかし、もうそろそろ若
い世代に引き継がないと、いつまでも旧民主党の影を引きずってイメージが着信できません。具
体的な名前は上げることができませんが、大阪府知事や韓国の新しい党首のように.良い方を発
掘しないとこのままズルズルと自民党に長生きされてしまうと思います。

39

（１）需要を喚起する経済政策を公表してほしい（最低賃金、老人から若年層への所得・資産移転、
企業から労働者への所得・資産移転、拡張的な財政政策など）、（２）枝野の真っ当な政治には共感
する、（３）自分を保守保守というのはやめてほしい、（４）バイデン政権と”積極的に”強調する政策
を打ち出してほしい。ともかく期待しています。

40

各党それぞれの立場を尊重して共闘を実現させていただきたいと思います。
自公はもとより、それをアシストする維新と小池新党の連携なども噂されており、うかうかしてい
ると今以上に心配な状況が生まれることが想像されます。立憲民主党には寛容さも求められま
す。頑張って下さい！応援しています。

41

政権奪還の為に、最大限の努力をして下さい。そして、国民目線での政治をお願いします。
自民党の腐敗した政治を早く終わらせて下さい。
野党第一党が余りにも弱すぎるので、自民党と堂々と渡り合えるような政党に、一日も早くなる
事をお願いします。

42
立憲民主党は頑張って欲しい。野党全体で議席が増えないと何も出来ない今の状況が変わらない
ので選挙協力はあらゆる知恵を使ってやって欲しいです。

43
まずは、選挙に勝つことが大切だと思います。なりふり構わず政権を取りに行ってほしい。
批判を恐れず、前に向かって進んで欲しいと思います。応援しています。

44 政権交代の受け皿になってもらいたい
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45

1.私は立憲党支援への熱意は普遍ですが自民政権による多くの失点が何故に御党に寄与しない
のか不思議です。そこのところを本アンケートを参考にしていただければ。
2.自民党は2011年の福島原発事故発生時自民党政権としての検証はあえて10年後（2011年
だと非難されます）に行うと表明したはずです。年末に糾弾すべきでは。

46

当初の期待どおりではなく歯がゆい思いはありますが、今の自民党政権は困るという点で応援す
る気持ちは変わりません。発足当初のSNS発信は爽やかで良かったので若者層に印象づけられる
のでは。国民民主は重要政策が合わず、連立を組んでもいずれ軋轢が起きて、かえって有権者が
離れる恐れ。
共産はアレルギーの方もいますが、いちばんまともな意見だと感じるアンチ自民も見受けます。条
件次第で並走連携できると良いです。

47

党に対してさまざまな声があり、なかには未だに「右か左か」パラダイムから抜け出せない支持者
も多くリベラル政党としての旗色を鮮明にするようよう求める向きもあるようですが、そもそも対
抗する自民党が「保守」ではなく単なる新自由主義の集団である以上、左右対立という幻想上の土
俵に乗っかるのはナンセンスです。枝野幸男代表の御高著『枝野ビジョン』に示された路線及び政
策に間違いはありません。

48

発足以来応援しています。17年10月19日
秋葉原の演説、その場で聴いてました。
知性、理性、倫理の欠落した自公政治を終わらせ知性溢れる枝野さんを次期首相にと強く思いま
す。

マスコミをもっと上手く利用してください。
内閣人事局の廃止も公約に入れてください。
歯切れの悪さの一番の原因連合にもっと強くモノを言って欲しいです。
消費税は廃止してください。

49 立て枝野！の初心に戻り、労組の数をあてにせず活動してほしい。

50

消費税減税や共産党との協力に消極的な姿勢や、問題のある議員への処分が甘いもしくは遅いと
ころなどが、支持したくてもし辛い原因を作っていると思います。
菅政権の支持率が落ちている今、マスコミに立憲潰しのような記事が書かれやすいと思うので、
隙を作らないように頑張ってください。枝野さんにはいつか絶対に総理大臣になって頂きたいで
す。

51

たとえ理念が完全一致しなくても日本共産党と連携して腐敗政権を打倒してほしい。

ひとりの発言がSNSですぐ拡がる時代であり、とくに人権にかかわる新しい概念や問題意識は知
らなかったでは済まされない。知識や意識をアップデートするよう議員教育を徹底してほしい。

枝野ビジョンで示されたように、農林業は防衛と同じ国土を守る公共性のある仕事。都会の若者
に夢を与える提案で若者の期待感と投票率をUPしてほしい
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1

最初のころは強く支持していましたが最近はやはり共産党の方が一貫した姿勢を貫いていると思
い共産寄りです。枝野さんがどこを向いているのかが特にわかりにくく、スピード感もあまり感じ
られない。国民目線の政策をしっかりと打ち出して欲しいです。

2
正直枝野さんにはもう期待していません。早く消費税5％でれいわとまとまって下さい！比例は
立憲には入れません

3

⑦賃金を上げるのは良い。しかし親を預ける身としては施設に払う金額が高すぎる。もっと、私た
ちの生活の、現実を見てほしい。
政府や自民党に文句を言うだけに見えてしまう。具体的な対策をもっと示すべき。立民も、TOP
の人たちの顔ぶれは変わらない。一新して欲しい。

4 残念ながら枝野氏には期待できない。新しい感覚を持つ女性党首を立てて欲しい。

5

自民党は機能不全になっていても、国民をだまして選挙に勝ち、権力を維持しようとしています
が、国民は自民党の実態に気が付き、怒りを膨らませています。このまま自公政権を存続させるこ
とは日本のためになりません。立憲民主党には野党をまとめ、政権を奪取してもらいたい。分かり
やすく明確な目標を掲げて、存在感を高めていただきたい。枝野の代表には、小難しいことは言わ
ず、有権者の心に寄り添うような言葉で国民に語り掛けてもらいたい。

6

結党当初は、期待していましたが、いささか期待外れです。利権と不正の横行する日本を、最低限
の倫理観を持つ人たちで政治を行ってほしい。まずは、根本的な税制改革。逆進性の強い高い消
費税の減税、各種公平性を欠く税制のの見直しを撤廃して下さい。

7 現在の政策にはガッカリさせられてばかり、野党共闘して政権を取りに行って下さい。

8
正直なところ自民党と根底ではあまり体質は変わらないのかも、たとえ政権をとっても結局上の
言いなりになるだけじゃないの？と思えて最近は殆ど期待していません。

9

立憲民主党に期待できないと思っています。消費税は0がいいと思います。5％では効果が期待
できないと思います。効果とは国民に対しての訴えが届かないと思います。通販生活のカタログ
ハウスの方が名を連ねてらっしゃるので回答いたしました。

10
枝野がトップ、菅、野田が最高顧問最悪。良いメンバーもいるので支持しているがこのままだと立
憲を支持しかねる。実績のある小沢さんをトップに持ってくるべき。

11

1.枝野代表にはこれまでご苦労様でした、次の若い世代と交代し立憲を大きく発展させてほしい
（支持率が伸びない）
2.幹事長は衆議院議員から選任すべきではないでしょうか？

12
党首を変えた方がいい‼　立憲の支持率が上がらないのは優柔不断な枝野のせいだ‼　小沢さん
を党首にするかせめて幹事長にするべきです‼

13

私も、誕生時から応援してきたものの一人です。そして、皆さんと同じ思いを持っています。
特に、昨年の国民民主党との統合については、何となく置いて行かれた感じがあり、少し距離を置
いてみようかとも思いました。枝野代表が話すことはとてもわかりやすく一貫性もあり、聞くと
「やっぱり応援したい」と思うし、辻本さんと蓮舫さんの配信を見ると、まったくだ！と思うことば
かりです。幼稚な考えかもしれませんが最近感じられなくなってきたワクワク感、きっとやってく
れる！と信じさせてくれるものが何なのか…ひとつ思ったのは
街宣を聞きに行ったとき、その議員さんが知ってる人とそうでない人との接し方の違いが、疎外
感として居心地の悪さに繋がったことはあります。

14

立憲民主党を応援してきましたが、国民投票法改正案への賛成で頭にきて、それ以降は共産党に
投票しています。五輪対応もガッカリです。斉藤駿さんらの活動は、まさに今、必要なものだと思
います。消費税1本に絞り、野党共闘で政権を取って下さい。

15

本当に国民、この国に生きる者たちに向き合った政策をお願いします。「国の借金がー」「将来世代
へのツケがー」はもうやめてください。消費税も廃止できるはずです。国会議員になりたいだけの
候補者は要りません。個人として応援している議員は多いのですが、上記の点が改善されない限
り、党としては支持しません。特に執行部の浮世離れ感が激しすぎ。立憲貴族党です

16
執行部が硬直化しているような気がします。若手の方を入れて、進化してほしいです。自民党に替
わる政権として、とにかく頑張ってほしいです。

17
4年前の初心に戻れ！！地域に全然浸透していない。
地域で見える政治を！！
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18

党ができた時、まだ枝野さんにSPもついていなかった時から応援していますが今のままでは勝て
ません。残念ながら「まだ」枝野さんに総理をさせる(=第１党にする)ことに国民はためらっていま
す。ここは細川さんや村山さんのような人をかついで、一回政権を取り返して、財務相や外相など
で汗をかいてからの総理ということを考えてください。身を捨ててこそ、の例えもあります。NZの
ような女性でも、若い人でもいいし、どっしりした人でもいい。そうすれば枝野さんの番はきっと
回ってきます。でも今のままではやはり福島第一のときの総括ができていないし、ダメなままだと
思います。

19

立党当時からは、ずいぶん違った党になったと思います。支援者の声よりも、連合、神津会長の声
の方が大きく響いているのではないですか。無党派層が有権者の半数を越えているのにその人た
ちの声を聞かずに政治をすすめられるのでしょうか。組織票を失なわないために自分たちのやり
たい政策をひっこめるのは、自民党となんら変わらないと思います。驚くような低い支持率はそれ
が原因ではないですか。
また、若手が台頭してこないのも気になります。テレビに出てくるのはいつも同じ人たち。40代の
議員にもっとチャンスを与えて、経験を積んでもらい、人材を育ててほしいと思います。

20
枝野代表を交替したらどうだろかと思います。
代表をかえることで新しいスタートを！

21
枝野さんに代る次期党代表を育ててほしい。枝野さんでは党勢は伸びない。党幹部のたらいまわ
しはダメ。もっと若い人でリーダーシップのある人はいないか。

22

せっかく野党第一党としてマイクを向けられるのに、コメントが文切り型で全く心にひびかない。
党を立ち上げるとき、人々の心を動かしたような生きた言葉を使ってほしい。
コロナ対策にしろ、原発問題にしろ、きちんとした科学リテラシーをもってやってほしい。政府の
逆々をいこうとするあまり、その界隈ではとっくの昔に否定されている言説をひろってくるのを
見るとほんとにがっかりしてしまう。

23

コロナ、パンデミック、五輪でチャンスがあったのに、ほぼなにもしなかったとは犯罪レベル。せめ
てデモなど扇動すれば国民もついてきただろうに・・・近年は野党の存在意義すらないようにも思
えるし、税金のムダだ。
セクション1-⑭　そもそも皇族必要？
セクション1-⑯　それよりも、権力者を市民が裁けるように、（裁判官訴追を含め）改憲してもらい
たい
セクション2-④　第３国（ＥＵ,アフリカ、南米）

24

枝野代表の立件創設時の「立憲は貴方です」の感動的な言葉は今でも鮮明です。枝野さんは気が
付いたら国民の側ではないように思えます。立場は自民側、政府側、消費税廃止、ＸＸ緩和です。
三橋貴明、藤井先生、山本太郎の主張に同意しています。農地に太陽光パネルは農村風景の破壊、
自然破壊、各家の屋根はどうなんでしょう・・・

25

枝野さんが連合にお伺いを立てているニュース映像を目にするたびに腹立たしい。その姿勢は自
公と同種と感じる。現在は共産党を応援している。山添拓さん、田村智子さんは本当に素晴らし
い。

26
自民党に対する対立軸として立憲民主党に期待しましたが、どうも政権をとる器ではないようで
す・・・残念ながら。

27

枝野さんの勇気に感銘を受けて支持していましたが京都市長選の辺りから疑問に思う点が出てき
ました。”地方の議会には国会とは違った事情がある”という名目で自民と共闘したことには本当
にがっかりさせられましたし、街頭で演説している候補者に「パートです、がんばって下さい！」と
声をかけてもぴんとこない様子をされる…など

28
今まで役職を経験したことがない新しい顏が党の代表幹事になってください。枝野・福山では無
理です。立憲等は自民党の応援団になっています。

29

政治のあるべき姿、国民に必要なことば、れいわ新選組の方がまともに見える。立民も、早く目を
さましてほしい。国民の７割が思っていることが思っている通りにならない世の中を何とかしてほ
しい。

30

御党にはがっかりしています。すべてのことを政権争いの道具にしている、野党であってもどうし
たら国がよくなるかを与党と一緒に考えて欲しい。一緒に国づくりをするんだという気持ちでい
てほしい。ばかばかしいことばかりしないでください。もう支持しません。今のところ、自民党以外
に国を任せられる党はない。すべてのことを政権争いの道具にしないでください。ニュース見てい
てはばかばかしいことばかり言っているのが御党です。すべてのことを政権争いの道具にしてい
るようにしか見えない。
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31
枝野さんと考え方ややり方が大きく異なるようにみえる人たちが多すぎて、政党として評価でき
ない対象との思いが強くなり、距離を置きたい気持ちです。

32

オリンピック中止、延期を早くから打ち出さなかったことに不満。また、新自由主義、資本主義の肥
大に対して歯止めをかけられる力は、共産党の方が強いのではという印象で、カラーがやや見え
づらい。

33

・野党の体質がしみついて、与党の失敗をあげつらうだけで、自分達の政策を積極的にアピールで
きていない。
・女性がもっと活躍できるように立憲民主党の中で、もっと女性が活躍できてほしい。党首が女性
になれば、もっとアピールできるのではないか。女性が働きやすい社会にならなければ、日本の将
来はない。

34

連合が敵になっている。労働組合の原点に戻るべき。連立政権の前に選挙に勝つことが大切。自
公維より数で上回ることが大切。小池氏に無茶苦茶にされて立ち直っていない。最初立憲民主に
期待してお金を払いましたが期待外れでその後払っていません。

35
枝野氏以外のリーダーに率いていただきたいです。応援しようと思いましたが、魅力を感じなくな
りました。連合寄りで国民を見ていないと思います。

36

枝野氏は（弁護士の言葉で）自分に責任がないようなコメントを官房長官の頃からされます。上手
なようですが国民にひびいてこない。国民の胸を打つような弁舌をききたい。政権を本当に取り
に行くなら、小沢氏・玉木氏をも使えるようでないと無理です！

37

枝野代表は何を訴えたいのかわからないところがあります。テレビに出ても何を言いたいのかわ
からない。今回のコロナ問題にしても千載一遇のチャンスを逃してしまった。私は一時的に立憲民
主党のサポーターだったのですが、何もすることがありませんでした。与党みたいに末端の足腰を
強化しないとだめでしょうね。

38

古き良き時代の社民党を見ているようです。国民との約束（マニフェスト）を守れなった民主党時
代のツケはあなた方が考えているよりはるかに傷が深いことを執行部は認識するべきです！

39
今の立憲民主党には全く期待していない。特に茨城県組織は最低最悪の支部である。早く解散す
べき。

40

私は立憲民主党をすでに見限って新党構想を立ち上げています。（「日本理皆党」といいます。）立
憲民主党を応援する立場で言えば、まずは共産党とともに「小選挙区廃止」をかちとり、少数精鋭
の政党となるべきと思います。

41

立党時の熱さ、勢いがない。共産党の芯のある言動が今のメチャクチャやる自民党政権にNOが
言えると感じている。もっと野党第一党ろして、国民とともに戦う姿が見えないと支持できない。

42

結局は大企業労組中心の党で、一市民の声など聞く気なさそう。私も献金し、市会議員選挙に応
援しようと事務所へ行ったが労組員で一杯、一市民の入る雰囲気皆無。いつでも枝野・レンホー等
民主残党ばかり、新人出てこない。ほかにないから仕方なく応援してる。

43
連合の票を大事と思ってる間は無理←政権交替
いつまでも古い顔を前面に出さず新鮮なトップで勝負せよ。

44

今の立憲民主党は連合との関係が足かせになっていると感じます。結局、そういうしがらみの中
で、結党当初の国民目線を失っているのではないかと思います。国民の為でなく、最近は政治的
な動きが目につくのでやや信頼を失いつつあります。部分的に納得のできない決定（行動）があり
ます。

45

①コロナについては1年3か月前、「若い元気なものをホテルに入れてり患させて抗体を作らせ、
医療研究と集団免疫獲得を提言したが、正しいことだったのではと思っている。何の反応もな
かった。残念
②政権取らずとも、自公にやりたい放題を阻止する議席を願う。政権取ってもらいたいとはまだ
思えない。

46

野党共闘しなければ絶対に政権交代はできないことわかっているのに動かない。立憲に正直辟易
しています。連合への圧力も入っているのでしょうね。小沢一郎氏が動かないと立憲は持たない
と思いますが…
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47

現与党による自公政権を攻撃することで世論に訴える手法を得意とする幹部の国会議員の露出
には辟易している。「茶の間の正義」でなんとなく集まってくる支持層にこだわる必要はさらさら
ないと思っている。もう一点旧民主党の政権経験者が過去の経験実績を持ち出して、現与党に対
抗する論戦も得策とは思えない。アンケートにも書いたが、課題(私の最大の関心事は感染・経済
対策の為の財政出動とエネルギー庁の設立の2項目）絞り全党で統一して世論に訴えかける方針
を打ち出してほしい。

48

2017年結党時雨ばかり降る街宣に家族を動員して駆けつけました。傘をさしてエダノンと呼び
ながら応援していた人達の目には涙さえあったのです。何かが変わってしまったね！当時立憲応
援派だった友達たちも皆言っています。だいぶ前にれいわのボランティアにも参加しましたが何
割かがもと立憲で不満だらけでした。今回のこのアンケートに〇をつけながら少しスッキリ、この
ような声が反映される立憲ならもっと素直に応援出来ます。
連合の顔色ばかりみるのはやめてほしいと思っています。とにかく早く政権交代してください。

49

中道保守を目指すとか、自分たちこそ保守本流だとか言っていた。結党当時のスタンスに戻ること
を希望します。今はどんどん過激化セクト化していき「分厚い保守層」は見向きもしてくれません。

50

硬直化した党運営、与党の指弾ばかりが目につく国会対策と最近の立憲民主党はパッとしません
ね。
結党時は「私たち国民の声を聞き、それを政治で実現する党」がようやく出来たと期待しましたが
今はあまり感じません。枝野さんはもう少しリーダーシップを発揮してもらい、真剣に政権を取る
事より良い日本を作る事を示して欲しいです。

51
共産党排除するとした連合に配慮した発言は野党共鳴は実現できない、枝野代表は視野が狭い
（私は共産党員ではありませんが）

52

セクション3
記入欄が狭いことで別に書く。迷惑と思うし果たしてこれを立憲民主党の役員に提示して効果は
ないよ。
・党にはホームページを利用して、何度かメールしているが、党首選任に問題はないのか?。現在
はやりたい人を選任しているが、果たして?やってもらいたい人はいないのか。現党首は、国民民
主の党首と同じで、自分が党首でいたい人です。党を作った意識が強いみたいで党首でいたい人
みたいだが、今までの実績でふさわしいだろうか。有権者の意識をくみ取り、反映しているだろう
か。民主党時代、初代党首の功労人事、菅政権の目立ちたがり政権、野田政権の投げ捨て政権。野
田政権が今の立憲に対する国民のあきらめを作った最大に罪を作った。ところが、場山以外、自分
の失政の反省もせず、相変わらず議員として、高給をとっている。それは自民も同じ。自民は議員
の定年制を党内で決めているにも関わらず、長老議員は従わず、日本をダメにしている。世界の
政治は保守化というか、右傾化が顕著になっている。稀有する兆候。
・立憲民主党や野党の現況は国会で何をしているか。昨今の自民・安倍総理及び菅官房長官の国
民を裏切る犯罪。及び官僚を人事権もって従わせる。政権に近い人の犯罪や、自身の犯罪を不問
にするための警察庁、検察庁、裁判所の人事の操作。それら国民は皆知っている犯罪なのに、与
党・野党問わず、追求できない。以前なら、自民の中にも現在の派閥と違う形のカの均衡した派閥
があり、自浄作用があったが、今の派閥には全く無い。韓国・文政権と同じことをしている。安倍政
権は能力はないのだが、それを本人は知らないで、岸、佐藤の49光で勘違いしている。確かには
ぐらかし能力、ごまかし能力は、嘘八百方言能力は誰にもまねできない。菅総理も同様である。嘘
ばかりです。自分のしてきた悪を、表では知らないふり。厚顔無恥。それでも、安倍再登場を画策
する、自民と議員がいるとか。考えられない日本の恥だ。世界に知られたくない。
・広島県選出の河合議員問題。1億五千万円の半分は安倍総理に還流している問題。政権に近い
電通独り勝ち問題。パソナの問題。
・国会での政権や政策をただす能力がないのではないか。昔の政治家は、問題を追及する能力が
あった。取材力もあり、今のように週刊誌や新聞記事を材料に政権を追求ばかりでなかった。そん
なことは記事を読めば国民はわかること。それをどうするのか。どうさせるのか。それがこれから
の政治家として追及していく仕事。それをすべて嘘やはぐらかせることで、逃げられる。
・派遣労働制度は、絶対やめるべき。企業や雇う側は得するが、働く者の権利がまるでない。同じ
仕事や、同じ資格を取らないと、働けないのに、正規と派遣で、天と地の差が生涯うまれる。
・過疎化対策、少子高齢化対策、東京一極集中に対する、対策がない。高齢化対策は、日本だけの
問題でないことから、日本がどのような対策をこうじるのか欧州の国も参考にしようとしたが、参
考にならなかった。なにもしないから。先進国はみな、高齢化社会問題に悩んでいるが、有効な対
策を打てないでいる。ヨーロッパも韓国もアメリカも。もちろん中国も一人っ子政策の影響で深刻
らし
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立憲民主党が立ち上がった頃の枝野さんの演説に期待し、寄付もしてきました。しかし、現在は蓮
舫氏や辻元氏がTV画面などに党の顔のように出て来ます。芝居がかったり、印象的なフレーズを
生み出そうとしたりして、政治よりご自身が目立つ事が目的のように見えるパフォーマンスが鼻に
ついて嫌になります。もっと理性的、理論的な方、枝野さんや小川淳也さんのような方に全面に出
て頂きたいと思います。

54
政策決定過程が不透明。本音は国会議員主権！党首選に投票できると言って党員を集めておき
ながら議員だけの選挙とはまるで詐欺！

55

他党の批判ばかりが目につくので見苦しい。最近の選挙では立憲民主党には投票していない。
粛々と自らの政策、政権構想を発信して、有権者に政権を任せたいと思える仕事をしてもらいた
い。

56

結党当時、私が立憲民主党を支持していた理由は、当時の安倍政権も、安倍政権への対抗勢力と
して結党された当時の「希望の党」も、一部のリーダーによる独裁的な政権運営を行うのではない
かと危惧したからであり、それらとは違い、ボトムアップ型の「まっとうな政治」を掲げた立憲民主
党に期待したからです。しかし現在の立憲民主党は、結党当時私が期待していた姿とは違うように
感じております。

57

一向に政権の受け皿たりえない立憲民主党に、半ばあきれています。
どうして、古い人たちばかりが前面に出て、「悪夢の民主党政権」という自民党のプロパガンダを
補強することばかりするのですか？　蓮舫さんなど、メディアに出れば出るほど、昔を思い出して
マイナスです。
福山幹事長は地元でときどきお見かけしますが、京都市長選での自民へのすりよりを目の当たり
にし、野党連合の障害となるのではないかと思っています。

58
安住さんが国体やってから自民党っぽくなったと感じてます。

59

結党時に大きな期待を持って寄付をしましたがその後の枝野氏の動きにはことごとく失望してい
ます。特に日本共産党との共闘に消極的な点が全く理解不能です。老害神津が牛耳る連合なんか
切り捨て、自公維以外の野党一丸となって戦わなくてどうするのですか。野党第一党とはいえ、
パートナーを選り好みしている場合ではないしそんなことできる実績でもないでしょう。なりふり
かまわず政権取りに動いてください。やる気があるなら。

60

枝野代表は、「保守本流」と著書に書いているが、敢えて強調することはないと思います。目指す
社会像をもっと具体的にわかりやすく国民に提示してほしい。基本的な考え方は、新自由主義と
決別し、安心して暮らせる社会をどう作りあげていくのかを強く発信してほしい。

61

以前献金した時には立憲民主党に期待していたが最近では立ち位置が明確で無いし革新の受け
皿とは言えない。かと言って他の政党にもその力も度量も無い。弁護士の枝野氏には特に論理的
な切り込みを期待していたのだが…。立憲民主党の再起動に期待したい。

62

「立憲民主党は、立憲主義と熟議を重んずる民主政治を守り育て、人間の命とくらしを守る、国民
が主役の政党です。」という理念に共感します。ところが、現状起こっている立憲民主主義の破壊
に、立憲民主党は一体どのように対抗できていますか。大義のために共産党と連立する覚悟もな
いのですか。岸田を担ぐことすらありうるのではないでしょうか。次回の総選挙比例で、立憲民主
党と共産党のどちらに投票すべきか迷っています。

63

枝野はもう草の根を見ていない。見ているのは支持母体。結党当初街宣に足を運び「立憲民主党
はあなた（私）」だと心を熱くしたが、結局枝野は永田町の理論に戻った。共産党をバカにするのも
いい加減にして欲しい。立憲だけで何かを成し遂げることができると考えているなら相当なお花
畑。支持率考えろ。共産党をリスペクトし一緒に政権目指さないと本当に日本は死ぬ。私はこんな
だらしない党を応援するしかない事に心が折れている。

64

正直なところ、今は支援してません。国民民主党や連合と一緒になって第二の自民党を目指して
るようにしか見えないからです。
立党時は投票しましたが、以後は共産党に投票しています。自民党にもすり寄ってる連合に何で配
慮するのかわかりません。国民民主党と一緒に第二の自民党を目指すよりも、共産党と政策合意
して政権交代目指した方がよいと思います。
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やむを得ないのかもしれませんが、安住国会対策委員長や蓮舫議員など、聞いていて耳障りな罵
る系の批判発言は、けして共感を呼ぶ言葉には思えません。もう少ししなやかにスマートに、心に
残る重厚な話し方をしていただけないものかと思います。
長年の文部行政の結果として、若年層の政治的無知化と保守化は深刻です。若年層の支持を拡大
する方策はないものでしょうか。

66

枝野代表のままでは政権奪取に結びつかないと思う。経験豊富な代表、もしくはカリスマ性の高
い代表のもとに団結し、政権奪取を第一の党是として選挙で勝つ策略を立てるべきである。場合
によっては、連合との関係を見直すべきではないか。労働組合はもはや一つの利権団体にしか過
ぎない。日本の将来を展望して組合活動を行なっているとは思えない。

67

有象無象の旧国民民主党と合流することで重要政策はブレる、新党への国民の期待を幾度となく
裏切ってきた小沢一郎を抱え込む。どこに期待したら良いのか全くわからない、既視感を覚える
政党になってしまった。

68
結党時は大いに期待しましたが、その後、信頼感は、共産党にうつっています。連合の顔色をみる
のはもうやめるじきではないでしょうか。

69

立憲民主党にはとてもがっかりしています。

野党共闘の旗振り役としてもっとマスコミに露出し、共産・社民・れいわとの政策協議と候補者調
整を進めてもらいたいと思っています。

連合を意識して歯切れが悪いのだろうと想像してますが、連合のスタンスは自民党と変わらなく
なっており決別すべきと思います。

今度自公維がまた勝ったら日本は終わりです。今までにない危機感を持ってます。
是非共闘でお願いします。

70

緊縮財政（井手英策や金子勝のような）は貧しい国民に敵対する行為。逆進性の強い消費税を廃
止することで貧しい人たちを救え。若者の多くは収入のほとんどが部屋代と食事代に消える。消
費税がゼロになれば収入が増えたことになる。枝野幸男はゼロにすると各商店の手間が大変にな
るとふざけたことを言っているが、レジの消費税ゼロボタンを押すだけ。まったく国民のことを考
えていない枝野を引きずり落としましょう。

71 結党時は、もっと期待していたんですけどねー。

72

連合の顔色を伺った政策決定はやめてほしい。法人税や所得税軽減の穴埋めのための消費税は
廃止して下さい。野党第一党としての顔が全く見えない。もっと積極的に他野党と協議し野党勢
力をまとめ上げてほしい。当初、立憲民主党に凄く期待しましたが、がっかりする事が多く、現状さ
めた目で見ています。今回のアンケート内容を旗印にし次期衆議院議員選挙を戦うのであれば、
野党連合はもちろん立憲民主党も大いに支持したい。

73
枝野さんは自らの保身と党の存続にしか興味がないように思えます。政治家としてよりも、人間と
して魅力が感じられません。

74

当初の立憲民主党は国民による厚い支持に後押しされる形で発足に至った近代の日本でも見る
ことのない政党でした。故に国民の利益最大化や負担軽減のため尽力されていると期待しており
ましたが、消費税の方針転換や改憲を容易化する国民投票法の法改正に賛成するなど、肝心とさ
れる施策や法改正で妥協し、初期のスタンスから大きくかけ離れた姿勢が見て取れます。
政治家の本来の努めに立ち返るよう強く求めます。

75
枝野はどうも信用出来ません。副党首の辻元清美さんを党首にして衆院選へ。真新しさからかな
り勝てるのでは？

76

連合本部の不甲斐なさにつられるように強気の姿勢が見られない。ガッカリ！
地元の枝野さんを支援してきたが止めました。
今は共産党が一番まともだと思う。

77

消費税減税や共産党との協力に消極的な姿勢や、問題のある議員への処分が甘いもしくは遅いと
ころなどが、支持したくてもし辛い原因を作っていると思います。
菅政権の支持率が落ちている今、マスコミに立憲潰しのような記事が書かれやすいと思うので、
隙を作らないように頑張ってください。枝野さんにはいつか絶対に総理大臣になって頂きたいで
す。
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今は暴走する自民党に確実にNoと言ってくれる共産党に入れることが多くなりました。立憲が少
し頼りなく感じますが、理念自体は立憲の理念に一番共感しています。頼りないから立憲より共産
に票を投じる、そういう人が多いような気がします。

79

２０００字ＯＫ？　２００字以内でと赤字が出るけど？２００字じゃ何も書けない！
党の印象が良くない（党首は千葉県知事の熊谷氏のような人が必要）枝野タバコやめて。
政権交代を言うなら「シャドウキャビネット」を作り具体的政策をアピールすべき。
災害対策で河川の氾濫は短工期・高強度の「鋼の矢板」で対応すべし。法律は改正せよ
政治で格差／貧困を無くすべし。税制は改正せよ。公人の活動はすべて公開／可視化せよ。

80

元々政党を支持するという愚鈍ではないが、本田平直氏の一件で立憲民主党を支持することはな
くなった。支持している議員がたまたま立憲民主党だったということはあっても、立憲民主党とい
う政党を支持することは二度とない。現執行部のまま政権交代しても世のため人のためになると
は到底思えない。
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反対だけでなく政策提案を

1

党を作った時の情熱が無くなっているように見える。何に対しても「反対」だけで代案が示せてい
ない。誰のために政治をやっているのか、この国をどのようにしようと思っているのか全くわから
ない。次の選挙に自分が通ることだけを考えているようにしか思えない。がっかりだ。

2
経済・教育社会保障・安全保障等々すべての政治保障に対して①市民を入れ政策提案型の組織→
②政策・法案・制度設計を出す政権与党としての政党になって下さい。

3

⑦賃金を上げるのは良い。しかし親を預ける身としては施設に払う金額が高すぎる。もっと、私た
ちの生活の、現実を見てほしい。
政府や自民党に文句を言うだけに見えてしまう。具体的な対策をもっと示すべき。立民も、TOP
の人たちの顔ぶれは変わらない。一新して欲しい。

4

残念ながらなんでも「反対野党」のイメージが強く、いつも怒ってばかりいるイメージが若者の賛
同を得られていない。私は枝野さんが好きだが、ソフトで女性（ニュージーランドのアンダーソン首
相のような）の新しい党の顔が必要。（枝野さんは幹事長タイプ）。加えて、各政治家の『専門性』が
活かせるような活動の場（含むシャドーキャビネット）づくりが必要。

5
「野党は批判ばかりしている」という与党のイメージ作りにまけないよう、政策提言をもっとアピー
ルして欲しいし、国会での質問も工夫して欲しいです。本当に頑張って頂きたいです。

6

現与党をどう倒すか、ではなく、次の政権交代時にこれをやります（のリスト）を愚直に、何度も提
示していくことｔが求められているように感じます。現状のひどさを憂うことは一時溜飲を下げる
だけになってしまうので、立憲民主党としてみんあんとやりたい国づくりのビジョンをいつも、い
つでもきちんと提示し続けていくことが、効果が大きいように思っています。

7

与党の失政に対し「責任を求める」というスタンスよりその失敗を受けてどうすべきかを提案する
政党であってほしい。それよりも先に大局的な国家観や政府像を示す必要がありそう。立憲民主
党の危機感よりお金と手間を惜しまずこのようなアンケートを実行することに敬意を持ちます。お
疲れ様＆ありがとうございます。

8
常に政権を獲取した立場でその政策を国民に示しながら与党を批判することによって立件民主党
の政策を理解してもらう。

9
反対ばかりする党ではなく、建設的、先進的アイディアを提供する党になってほしい。今の日本を
何とかしないと孫たちに申し訳けない。日米地位協定の改善を急いで！

10 反対反対でない政党になってほしい。

11

現政権はもちろん、ありえないが、反対するだけでなく対策を作って国民を納得させていない。対
策を作り対抗して欲しい。国民民主党は基本的に相応しない憲法改正などをかかげている。何故、
組むのか理解できない。これではまた負ける…

12

他党の批判ばかりが目につくので見苦しい。最近の選挙では立憲民主党には投票していない。
粛々と自らの政策、政権構想を発信して、有権者に政権を任せたいと思える仕事をしてもらいた
い。

13

国のため、国民のために、大所高所から俯瞰した実行可能性のある政策を打ち出してください。最
近の政策はどこか偏りがあるように感じます。また、国会ではきちんとした品のある質疑をしてく
ださい。単なる政権批判を聞くのには飽きてきました。

14

政権批判ばかりではなく、しっかりした対案を提起し、実行性を訴える事も必要かと思う。
批判ばかりで聞き飽きてきた。
実行するのは政権であり、対案が認められなければ実行できない事かもしれないが、どのような
やり方などをしているかなど、具体的な考えを示して欲しい。
伝える際は、ゴキを強めずに淡々と意見提起する姿勢も必要ではないかと思う。

15

立憲民主党に支持が伸びない要因として、①旧社会党のような「反対するだけの野党」のイメージ
がラベリングされた；②自民党に投票した「支持政党なし」層をうまく取り込むことができていない
(国民を騙す政府という構図を明確にしきれていない)；③深刻な表情で語られそのメッセージに
現実的で明るい将来像が見えない、以上を感じる。社会と産業の大転換期にあたり、若い知性と
明るい将来設計を語ること体制の確立が必要。

16

まったく昔の社会党のような反対するだけで政権交代できるような自民党に対抗できるような政
党になっていないから支持率も上昇しない諸外国のようなリベラル政党になっていない保守の自
民党政権だけなので世界から何でも時代遅れになっている。日本社会の現実と政治がかけ離れて
いる
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女性の登用

1

岐阜5区で25才の女性が総選挙への出馬表明を致しました。4/4に枝野代表同席での記者会見
でしたが以降立憲民主党としてどのようにサポートして来たのですか？以降駅前や交差点などで
１人で手振りをしてはいますが党としてどのように選挙活動をリードしていこうとしているのか全
然見えないように思われます。当選に向けて有権者に対しての本気度を見せてください。

2 残念ながら枝野氏には期待できない。新しい感覚を持つ女性党首を立てて欲しい。

3

残念ながらなんでも「反対野党」のイメージが強く、いつも怒ってばかりいるイメージが若者の賛
同を得られていない。私は枝野さんが好きだが、ソフトで女性（ニュージーランドのアンダーソン首
相のような）の新しい党の顔が必要。（枝野さんは幹事長タイプ）。加えて、各政治家の『専門性』が
活かせるような活動の場（含むシャドーキャビネット）づくりが必要。

4

①政策立案能力の向上のため、各地域及び全国規模の知識人によるシンクタンクの創設、拡大
②選挙区ごとの政党支部の設置充実

5
公認候補者のは半数を女性にして下さい。これからも人権と多数性のある社会を目指す党でいて
ください。

6
若い女性リーダーを立てて、選挙を闘う。
女性を育てることを政策の柱にする

7

①幹部を若手、女性中心とする
②立ち位置をはっきりとさせる(不正規雇用者等)
③連合にすり寄らない
今の立憲は議員政党になっている。魅力を感じない。

8

頼りない、任せられないというイメージが大多数の国民に固定化してしまっているので政権交代
で絶対実現させる事をしっかりアピールするべきだと思います。それに加えて能力の高い発信力
のある女性リーダー（若手の）を前面に出していただきたい。

9

もっと女性議員が増えて活躍してほしい。ナースや保育士の給料が低いのも問題だが、週2や半
日のみなど家庭の事情でフルで働けないから仕事をしていない人も沢山いる。（私は半日のみの
クリニック勤務ナースで半日は学生しています。）

10

・野党の体質がしみついて、与党の失敗をあげつらうだけで、自分達の政策を積極的にアピールで
きていない。
・女性がもっと活躍できるように立憲民主党の中で、もっと女性が活躍できてほしい。党首が女性
になれば、もっとアピールできるのではないか。女性が働きやすい社会にならなければ、日本の将
来はない。

11

・セクション1にはないが「選択制別姓婚」をはやく実現させてほしい。切実な問題。
・意思決定の場に女性が少なすぎる。議員や国の機関にクォーター制を導入すべき。
・同一労働同一賃金を実効性のある制度にしてほしい。男女・健常者障害者の間の賃金格差を解
消して欲しい。

12

思いを届けてもらう政党として応援してきていますが、結党時に見えていなかった問題を感じて
います。（本多議員の発言が顕著でした。今までの「リベラル男性」の基準からすれば問題ないと思
うのでしょうが、その基準を見直す目を持つには学びが必要。）ひとつは党内のジェンダー差別。
女性議員を育成・排出する力が弱いこと。性暴力や貧困について情報が共有されていないこと。
市民へのコミュニケーション力の弱さ（上から目線に見えている）。連合の影響力の強さ。等々。改
善のためにはまず複数の女性の団体と関わって支援者含め勉強会や交流会をしたほうが良いと
思う。なぜかと言うと、党内の意識と人材を改善するため、また、棄権者を掘り起こすために必要
だと思う。井戸さまえさん、寺田学さんのような議員が若者・棄権者には求められていると思う。

13
原発ゼロを目指してください。女性議員を50％以上にしてください。（女性枠をつくるとか）政権
をかりかえしてください。

14

永田町の論理にはくみしない！ボトムアップの政治！のスローガンは消えた。熱は冷めた。蓮舫氏
以外の女性をテレビで見ない。国対を女性に。都議選が関口健太郎氏を支援。総選挙は鈴木よう
すけ氏。

15

1.農業政策をもっと勉強すべき（農村表は固い）
2.「目立つ女性議員」ではなく「できる女性議員」を重用すべき（蓮舫など論外）を
3.政策はまちがっていない。がんばってほしい。連合に振りまわされないこと。

16
女性議員を早く半数以上にするとともに、党役員への女性登用を早急に進めて下さい。適任者が
まだ少ないと言うなら全面的にバックアップする体制を作って育てる努力をしてほしい。
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女性の登用

17

いろいろ要望はありますが、何を置いてもこれだけは一刻も早く早く実現してほしい事は以下の
一点です:国会議員の数を男女完全に半々、同数にする事。まずはそこからです。これを実現しよう
としない政党は支持しません。

18

昨年の党大会で、蓮舫副代表は、パリテ法実現を掲げました。であれば、役員の半数を女性にす
る、候補者の半数を女性にするなど範を示すべきです。「原発ゼロなどと言う無責任なことは言わ
ない」など脱原発から大きくブレている枝野さんなどは、旧民主党の反省がないまま政権奪取を
口にしますが、先ずは当時の反省を明確にすべきです。代表などを女性にし、見える化を図れば保
守の女性層も応援に廻ります。
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若手の登用

1
もっと党内の若い人を活用し党内のヒエラルキーを再考する、10年先を見据える政策を作り科学
立国を推進する、政権交代が絶対不可欠　そのためには一時的な妥協も必要

2

1.枝野代表にはこれまでご苦労様でした、次の若い世代と交代し立憲を大きく発展させてほしい
（支持率が伸びない）
2.幹事長は衆議院議員から選任すべきではないでしょうか？

3
国民（特に若年層とのコミュニケーションが欠けている）
若く優秀な議員をより前面に立てるべき・議員世襲禁止・候補者クォーター制導入

4

若者の支援者が少ないとは言え、共産党は地元(私の場合品川区)に支援者がいてさまざまな活
動を支えている。立憲にはこのような力は無いが、本来は地元に根ざす活動をしないと自公政権
に替れないないと思う。都議に若い人もおり、若手を育て、活用する党になって活力ある政党に
なってほしい。ボトムアップ体制がないように見うけるが、必要だと思う。インターネットを活用し
て情報発信、連絡をした方が良い。

5
執行部が硬直化しているような気がします。若手の方を入れて、進化してほしいです。自民党に替
わる政権として、とにかく頑張ってほしいです。

6

立党当時からは、ずいぶん違った党になったと思います。支援者の声よりも、連合、神津会長の声
の方が大きく響いているのではないですか。無党派層が有権者の半数を越えているのにその人た
ちの声を聞かずに政治をすすめられるのでしょうか。組織票を失なわないために自分たちのやり
たい政策をひっこめるのは、自民党となんら変わらないと思います。驚くような低い支持率はそれ
が原因ではないですか。
また、若手が台頭してこないのも気になります。テレビに出てくるのはいつも同じ人たち。40代の
議員にもっとチャンスを与えて、経験を積んでもらい、人材を育ててほしいと思います。

7

①幹部を若手、女性中心とする
②立ち位置をはっきりとさせる(不正規雇用者等)
③連合にすり寄らない
今の立憲は議員政党になっている。魅力を感じない。

8
枝野さんに代る次期党代表を育ててほしい。枝野さんでは党勢は伸びない。党幹部のたらいまわ
しはダメ。もっと若い人でリーダーシップのある人はいないか。

9

旧民主党で閣僚経験者は、後方支援に回り、世代交代すべき。
公平中立な行政運営（行政文書の適性記録や適正な統計情報生成などを含む）を確実化し、水素
を基軸とするエネルギー及び産業政策の推進、社会保障負担を考慮した働く中心の税制改革、単
純な金融緩和のみ依存した金融政策からの脱却を実現できるようにしてほしい。

10

投票率を上げることも勝利への大切な一歩と思います。若い層へのリーチ策として、例えばかつ
てのSEALDSのような”下部組織”を設けて、若い層の内側から政治的視点や行動が喚起される
ような活動が出来たらよいのではと思います。

11

（別紙）おつかれさまです。まず、収支報告書に、私のような少額寄付者の名前まで、でているので
すね。初めて知りました。びっくりです。それはさておき…。党勢が、伸び悩んでいることに、私も
モヤモヤした思いです。一番のネックは、連合との関係だと思っています。連合の加盟組合の在り
方の違いにより、例えば原発の問題も、はっきりした姿勢を出せないままでいますし、連合と全労
連の歴史的関係性により、共産党との共闘もはっきり打ち出せないままです。私自身、労働運動に
もかかわっており、組合運動の重要性は十二分に認識しておりますが、一部のいわゆる「労働貴
族」の存在には、腹立たしい思いも持っております。連合内部にも、そうした人間が巣食っている
ように感じています。この際、党は”ナショナルセンター”連合との関係を整理するのも一つの道だ
と思います。例えば「つながる本部」内に「労働組合部」を設け、組合ごとに連携を深めるのも、遠
回りではありますが、党の政策を鮮明化する道ではないかと思います。第二に人事です。マスコミ
に登場するのは失礼ながら古い顔ばかり。安住さんも辻本さんも蓮舫さんも、私は嫌いではあり
ませんが、一般の国民から見たら、新鮮さがありません。旧民主党政権を失敗させた面々ばかりが
マスコミで目立っています。（そういうマスコミに報道姿勢にも問題ありですが…）党にも、小川淳
也さんのような優秀な中堅が控えています。若手～中堅を党の要職に登用するなり、あるいは、ネ
クストキャビネットを創設して登用するなり、新しいイメージを人事で作っていくのは、重要な課題
だと思います。がんばれ立憲民主党さんの活動にも期待します。

12 若手の論客を育てないと、今の上層部では支持率は伸びないと思う。
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若手の登用

13

私は町田市在住ですが次期衆院選の候補者選定に失望を感じています。父親は自民党で自身は
日本維新の会から立候補したことのある人物を今回は立憲民主党の候補者として公認したようで
すが、そんな人物が立憲民主党の候補としてふさわしいとお考えなのでしょうか？そんな人物が
万一当選されたとしても、かつての前原氏や細野氏のように右側から御党を動揺させて結束を乱
すだけではありませんか？今のままでは私は次回の衆院選で日本共産党に投票するか選択肢が
無くなってしまいます。アンケートの項目を拝見すると短期的視野にとらわれ過ぎているように感
じます。もっと長期の視野に立った目標を提示すべきではないでしょうか。自民党が提示する「経
済成長優先」「抑止力強化」の2つの理念に対置することができる新しい理念が必要です。この2つ
の理念にとらわれている限り自民党を上回る政策を打ち出すことはできません。自民党も必死に
頑張っているのですから自民党を甘く見てはいけません。これにとらわれない新しい理念が今こ
そ必要なんだと思います。御党の小川淳也氏は「経済成長優先」に疑問を投げかけた初めての政
治家として期待しています。

14

・党内においても若い人にチャンスを
・雇用において正規非正規労働の問題や同一労働同一賃金なども徹底して取り組んでほしい。
・もっとドブ板でそんな声をきいてほしい
・学校教育における問題や教師の多忙、いじめ等、教育格差、時代に合った教育も

15

立憲民主党が立ち上がった頃の枝野さんの演説に期待し、寄付もしてきました。しかし、現在は蓮
舫氏や辻元氏がTV画面などに党の顔のように出て来ます。芝居がかったり、印象的なフレーズを
生み出そうとしたりして、政治よりご自身が目立つ事が目的のように見えるパフォーマンスが鼻に
ついて嫌になります。もっと理性的、理論的な方、枝野さんや小川淳也さんのような方に全面に出
て頂きたいと思います。

16

枝野さんの考えは共感できることが多いし、国会での発言も支持できる。しかし、もうそろそろ若
い世代に引き継がないと、いつまでも旧民主党の影を引きずってイメージが着信できません。具
体的な名前は上げることができませんが、大阪府知事や韓国の新しい党首のように.良い方を発
掘しないとこのままズルズルと自民党に長生きされてしまうと思います。

17

立憲民主党に支持が伸びない要因として、①旧社会党のような「反対するだけの野党」のイメージ
がラベリングされた；②自民党に投票した「支持政党なし」層をうまく取り込むことができていない
(国民を騙す政府という構図を明確にしきれていない)；③深刻な表情で語られそのメッセージに
現実的で明るい将来像が見えない、以上を感じる。社会と産業の大転換期にあたり、若い知性と
明るい将来設計を語ること体制の確立が必要。

18

・国民に対して政権運営時の反省がない。
・枝野氏は旧政権時のマイナスイメージがある。代表の座に若手を。小川淳也氏が最適。女性票に
期待。
・小沢一郎、中村喜四郎氏の活用。
・山林の保護、開発に注力。災害の軽減に関連させる。
・細野豪志さんと野田、菅さんたち旧幹部と和解させ、彼を立憲に戻す。幅広いイメージ。

19

与党批判、マイノリティ重視は重要ですが、そのメッセージが届かない層があります。訴求する方
法を考えて下さい。また党内の組織運営に若手議員の意見をより反映できるよう、改善を求めま
す。

20

何はともあれ、まずは政権交代を目指すこと。そのためにできることは、タブーを恐れずすべてや
る。あとは、国民に夢と希望のある社会像を発信する。絵に描いた餅では仕方がないが、生活して
いく上で、未来に希望を持たなければ日本は終わる。また、党の顔を替えることも選択肢。枝野さ
んには一歩下がって重しになってもらい、ニューリーダーをアピールすることも考える。そのため
に、若手の成長を期待する。

21

今年の選挙で政権交代を目指してもらいたい。枝野代表はじめ現執行部では有権者の強い支持
は残念ながら得られないように思うので、有権者が信頼し、期待できるような世代交代の道筋を
早めに示してもらいたい。
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ネットを含む広報戦術の見直し

1
もっとSNSなどを活用し若者の心に響く活動をしていただきたい。(うまく活用すれば検事総長
人事も動かせたことを思い返すべき)

2

・広報宣伝力を党と議員個々人に強化するよう「目標を設け実行」してください。
・各党において党勢を拡大する、市町村の首長議員選で共戦を具体化する戦術を提案してくださ
い。

3 宣伝が下手すぎ。アメリカの政党みたいに専門家を配置すべき

4 民主党政権時もそうでしたがやはり野党は相当アピールしないと国民に声が届かない

5

以前新宿での街宣に行き当たった際、演説の内容に大変もどかしい思いをしました。せっかく大
勢の若者がいる場で日常生活から遠い話をしても立ち止まる人はいません。例えば自民の憲法草
案では婚姻が両性の合意「のみ」によって成立するという原案が否定されていることなど若者が
「何それ？」と身を乗り出すような話題を取り上げるべきと思います。聴衆へのアピール力の向上
を望みます。

6

いわゆるマスコミの野党がだらしないから、反与党の受皿になっていない等の意見があるが、もっ
と強いメッセージを発信して、世論を引き付けるべきだと思う。立党時の熱があまり感じられない
のが残念だ。スキャンダル、失言等には特に気を付けてほしい。

7
党の意見、方針等をマスコミに発表する際、殆ど幹事長が行っているが、枝野代表がもっとマスコ
ミ発表に当たった方がよい。枝野代表はもっとマスコミに直接顔を出した方がよい。

8

この様なアンケート方式による支持者の意見を集めるのは無意味であると思う。政治家の顔が見
えないことに大いにフラストレーションを感じています。立憲民主党は、オンラインを活用して双方
向で国民支持者とコミュニケーションをして、政策立案をすべきである。世の中、こんなアンケート
で答えられるほど単純ではない。

9

自民党は機能不全になっていても、国民をだまして選挙に勝ち、権力を維持しようとしています
が、国民は自民党の実態に気が付き、怒りを膨らませています。このまま自公政権を存続させるこ
とは日本のためになりません。立憲民主党には野党をまとめ、政権を奪取してもらいたい。分かり
やすく明確な目標を掲げて、存在感を高めていただきたい。枝野の代表には、小難しいことは言わ
ず、有権者の心に寄り添うような言葉で国民に語り掛けてもらいたい。

10

次回総選挙ではすべての選挙区で候補者調整を行い、自・公・組との対立軸を明確にすること、総
選挙では野党が推し進めてきたコロナ対策を後継いで政府がやっていることをアピールすること
（つまり政党の言っていることが正しいこと）をアピールすべき！

11

反安部＋菅政権で野党（除 維新）はまとまる以外にない。在野の各領域に「野党支援応援団」を作
る努力、メディアをうまく利用し衆院選候補者に知名度の高い人を立てよ（国谷裕子・上野千鶴子
etc）

12

党の動きや考え方がＴＶ、新聞を通して（フィルター）たまに聞こえてくるのみで、特に地方では自
民の話題しか聞こええ来ない。その結果政権を任せられるのは自民のみという考えの人々ばかり
になってしまう。昔から米国を民主主義の国だと拝めてきたが、実体はトランプの米国で本音のア
メリカを知った。良くも悪くもゲッペルスを学ぶべきだと思います。麻生副総理は既に口を滑らし
ていましたね！

13

（別紙添付）政治家と言葉
立憲民主党は枝野さん始め、弁護士出身が多いせいか、議員同士固い議論をしているためか、国
民に対してのメッセージとしての言葉が固い。国会で追及さえすればコアな支持層は留飲を下げ
るかもしれないが、一般国民は醒めた目で見ている。国会の一連の論戦の後、枝野さんがメディア
からマイクを向けられる。「説明責任を果たしてもらいたい」というワンフレーズが切り取られ、
NHKニュースで流れる。何度も同じ国会用語を聞かされる国民の心は動かない。貴社のマイクの
向こうに国民がいることを意識して一連の疑惑に呆れ、起こっている国民の胸に届く言葉を語っ
てほしい。世論調査で立憲民主党の支持率が低いままなのはなぜかよく考えてもらいたい。
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14

まず、枝野代表が消費税５％を打ち出してもそのあとはっきり明言していない。態度があやふやで
今何を考えているのか訴えが足りない。本では考えを書いているのかもしれないが、口で明言し
なければアピールしない。連合など気にせずはっきりと具体的な政策を一般の人によくわかるよ
うに明言して欲しい。山本太郎のように。さもないと人々の心に届かない。私は「１月万冊」という
YouTubeを見ていますが、その中のジャーナリスト佐藤章さんが枝野氏へのいい提言をしてい
る。是非小沢氏と手を組んでこのひどい社会を立て直し、国民の為の政治を行ってほしい。この
チャンスを逃したらこの国はどんどん破滅していきます。枝野氏は共産党や山本太郎のように
もっと前に出てはっきり、一般の人に考えが届くように訴えてほしい！

15

・中国・米国・仏独英等々の諸外国とのつながりをできる人々を育成するべし。
・日本経済界との人脈もつくるべし。
・有能な（人権、情勢（政治　外交））知識人の知恵も作る。検証しながら修正し、正しい道をさぐっ
てほしい（国民のために）
・マスメディアも定期的に発信してほしい。
・地方には賛同者がたくさんおられるようにかんじる。地方の立憲議員さんからもアンケートをも
らってほしいネ。

16

現在の国民の血税をどのように無駄遣いしているかを具体的数字やグラフ化して一般の人々に
教えてあげてくださいっス。100％安全と言われた原発で事故を起こし、放射能をまき散らした
東京電力の責任を追及して欲しい。電力労連にかまう必要はありません。

17 代表以外の意見発出があまりない。

18

共産党の支援がなければ、選挙に勝てないのが現実。そして、無党派層が野党候補に票を入れな
ければ、政権交代は不可能。2009年にかつての民主党が、圧勝したように、大きなムーブメント
の喚起が不可欠。一般無党派に投票行動を促すべく、わかりやすいメッセージ、わかりやすい構図
（そのためには、しっかり共産と組む事）、そしてマスコミ、メディアから好印象、期待ができる野党
連合だと、ちゃんと報じるよう対策をうつ。（現状、マスコミは野党の足並みが揃っていないことば
かり報じている。一般市民から見れば、期待が持てない。）組織以外の大きな大きな一般無党派の
票をいかに獲得するかが最重要である。

19

枝野代表は何を訴えたいのかわからないところがあります。テレビに出ても何を言いたいのかわ
からない。今回のコロナ問題にしても千載一遇のチャンスを逃してしまった。私は一時的に立憲民
主党のサポーターだったのですが、何もすることがありませんでした。与党みたいに末端の足腰を
強化しないとだめでしょうね。

20

共産党はSNSが充実している。いつでもアクセスできる。立憲民主党も気軽に、アクセスできる方
法を考えるべき。枝野さんとは、とても隔離がある。共産党の小池、田村のような○しめる顔をつ
くるべき。

21 国民に対して理論的に政策を説明する。説明や熱意が足らん。

22

是非実行して欲しい点！（演説、ポスター等の表示で）
1，「正直・誠実な庶民の政治」「お互い様一人で生きれず、個性尊重の社会へ」
2，「政権交代＝民主制の礎！独裁、社会私物化の防止へ」
3，ネット対策を。例）「自民党ネットサポーターズ」の様なアルバイト使用の世論調査

23
大きく期待しているが、国民への訴えかけが少ないと思う。具体策はわからないが、もっと智恵を
絞ってほしい。

24

①共産党との共闘は絶対必要。しかし、連立政権に加わってもらうにはかなりの抵抗勢力との戦
いに消耗すると必至。1期目は閣外協力の形で協力してもらえたら。②党首がもう少しマスコミそ
の他に露出が必要ではないか。顔が見えない。

25 憲法9条　改悪に対する断固たる反対の意思表示と国民的運動の組織化

26

マスコミのせいで立憲民主党の活動が埋没しているような気がします。自分のメディアを立ち上
げ、幅広い活動を伝えることが大切だと思います。また、インフルエンサーの活用をお願いします。

27

連合の言うことを聞かず共産、れいわ、社民党と組んでください。街頭に枝野さん志位さん山本太
郎さん福島みずほさんが並んで演説されたら、絶大なインパクトを有権者に与えることでしょう。
広報の方法は共産党に学ぶとよいでしょう。今は最大のチャンスです。

28
残念ながら党を代表される方々の表情が堅い
選挙民に語り掛ける姿勢を強く打ち出すべきように思います。
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29

枝野代表は月に一度ではなく、ぶら下がりでもよいので記者会見に応じて、意見をどんどん発信
していただきたい。特にネットでは、立憲に対する否定的な報道やコメントが目立ちます。政権構
想を積極的に発信してほしと希望します。
野党は自分たちは何もしないで何でも反対し政府の足を引っ張っていると、特に若い人から聞き
ます。実際にそのようなことはないのに、メディアが対立構造を作った方が報道し易いためそのよ
うな印象を与えているのかもしれません。やっていることが正しく伝わるようなメディア対策が必
要ではないでしょうか。また70年代のような二項対立的な議論も若い人は好みません、国会答弁
もその辺りを意識されてはいかがでしょうか。

30

大衆に対しての広告宣伝が弱すぎる。党の存在意義も含めて認知されず理解もされてない。野党
だからただでさえ露出が少ないのに、宣伝下手ではダメ。良いことは言ってるのだからもっと認
知されるよう奮闘努力することを切に望む。

31

政権批判ばかりではなく、しっかりした対案を提起し、実行性を訴える事も必要かと思う。
批判ばかりで聞き飽きてきた。
実行するのは政権であり、対案が認められなければ実行できない事かもしれないが、どのような
やり方などをしているかなど、具体的な考えを示して欲しい。
伝える際は、ゴキを強めずに淡々と意見提起する姿勢も必要ではないかと思う。

32

自公支援勢力による、民主党政権時代にあったことを（嘘・誇張を交えた）ネガティブキャンペーン
への抜本的な対策が必要です。嘘も100回繰り返すと真実になる、という事態が見受けられま
す。

33
テレビに出てくるタレント達の「反対ばかり、案を示さない」など明らかな間違いや与党批判とバラ
ンスをとるための慣用的な言辞に抗議と説明を一つ一つきちんとすべきだ。

34

NHKやテレビ局を傘下に持つ大手メディアを手なずけた反社会性パーソナリティー障害者集団
(安部自民党等)に勝つためには、youtube等を活用し対抗していくしかないだろう。しかし、立
憲に限らず反自公を掲げる野党は、この事に全く関心がないようだ。
どれだけ正しいことを話し、活動しても、それが有権者の心に届き、大きなうねりにならなければ、
政権交代は難しいと思う。

35

与党批判、マイノリティ重視は重要ですが、そのメッセージが届かない層があります。訴求する方
法を考えて下さい。また党内の組織運営に若手議員の意見をより反映できるよう、改善を求めま
す。

36
もう少し発信力をつけて下さい。国会対応や党の姿勢が伝わって来ません。都市型政党であって
はなりません。田舎にも地方にも立憲の声が届くよう努力して下さい。

37

まず、「政権をとるとはどういうことか」を議員全員(秘書さんも含めて)で考えて行動してもらい
たいです。頑張っておられる議員さんがほとんどなのは承知しておりますが、政権をとった事を想
定して行動しているのかなと思う事があるのです。

そして、SNSよりもリアルを大事にしてください。
SNSで声の大きい人たちに振り回されないで、地元の人たちと向き合ってください。

38

当初の期待どおりではなく歯がゆい思いはありますが、今の自民党政権は困るという点で応援す
る気持ちは変わりません。発足当初のSNS発信は爽やかで良かったので若者層に印象づけられる
のでは。国民民主は重要政策が合わず、連立を組んでもいずれ軋轢が起きて、かえって有権者が
離れる恐れ。
共産はアレルギーの方もいますが、いちばんまともな意見だと感じるアンチ自民も見受けます。条
件次第で並走連携できると良いです。

39

ボトムアップの政治というなら、れいわ新選組と同じく消費税は廃止しか無い。財務省のプロパカ
ンダに騙されずに、嘘しか垂れ流さないマスコミなどに毅然とした態度で真実を訴えてほしい。安
保法、特定秘密保護法、ＴＰＰ、ＲＣＥＰ、スーパーシティ法、種子法・種苗法など自民・公明・維新な
ど売国政党が通した法案を、全て廃案にしてほしい。中国共産党やＣＳＩＳ（ジャパンハンドラー）等
に消されそうな日本を救ってほしい。

40

連合との関係もあるのか、歯切れの悪いことばが多く、メッセージがあいまいです。もちろん、メ
ディアの報道の仕方もあるとは思いますが、TwitterなどSNSを通じての情報発信もわずかで
す。このままでは自民党の受け皿として、維新など勇ましいことばを使いながらも中身のない政党
が躍進する危険性を感じています。結成当初の立憲の健全で明確なことばを期待しています。
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41

発足以来応援しています。17年10月19日
秋葉原の演説、その場で聴いてました。
知性、理性、倫理の欠落した自公政治を終わらせ知性溢れる枝野さんを次期首相にと強く思いま
す。

マスコミをもっと上手く利用してください。
内閣人事局の廃止も公約に入れてください。
歯切れの悪さの一番の原因連合にもっと強くモノを言って欲しいです。
消費税は廃止してください。

42

自公政権がいかに国民のことを考えずに自分たちの利益を第一に考え政治を行ってきたのかを
さらに追及し明らかにしてほしい。
連合の支持を受けようとするがために政策がぶれているような印象があるので、国民一人一人か
ら支持される政策を打ち出してぶれずに遂行してほしい。
SNSでの発信については言葉を慎重に選んで、場合によってはその発信が本当に必要かを熟慮
してから発信をしてほしい。

43

今の与党の日本語は理解不能だが、同レベルの曖昧な日本語だけで成り立つ会話が世間でも増
殖している。こうした層と言葉で価値感を共有するのは限界があり、イラストで『あるべき空港の
水際対策』『現状の空港の対応』を横並びに比較するとか（絵で可視化するためには細かなディ
テールの違いを描く必要があり、その違いを言語化できない人達も、違いそのものは認識でき、
善し悪しを判断できる）言語に頼らないアピールが重要。

44

広報が下手すぎる。特にネット戦略においては自民党ネットサポーターにやられっぱなしで歯がゆ
い。広報のプロに任せ、もっとお金をかけるべき。現状でプロに任せているのなら解任し他社と契
約した方がいい。カタログハウスの斎藤氏が広報を担っていただけるのならこれ以上の選択肢は
ない

45

1.小選挙区では与党批判層の取りまとめが重要なので、対抗軸を明確に出しつつ野党候補の一本
化を一層進めてほしい。打ち出す対抗軸は、理念というよりは有権者の生活に近く（経済・雇用政
策等）わかりやすいものが望ましい。
2.御用メディアによる「何でも反対、対案を出さない」というレッテル貼りに相当やられている感
がある。マスメディアへのアピール力・浸透力の向上を期待したい。

46

消費税減税や共産党との協力に消極的な姿勢や、問題のある議員への処分が甘いもしくは遅いと
ころなどが、支持したくてもし辛い原因を作っていると思います。
菅政権の支持率が落ちている今、マスコミに立憲潰しのような記事が書かれやすいと思うので、
隙を作らないように頑張ってください。枝野さんにはいつか絶対に総理大臣になって頂きたいで
す。

47

この頃は、共産党の言ってることは、とてもまともに感じます。選挙協力はもちろんですが、今後
の政策などでもどんどん協力してもらいたい。
枝野さんは、記者会見などで、つっけんどんな態度が見られ、損している。もちろん、与党のどの大
臣よりもマトモだと思うが、今まで選挙に行ってなかった人が、会見を見ても好感を持ちにくいと
思う。嫌な質問の時に、ケンカ口調になるのがダメ。もっと、余裕を持って対応してね！

48
市民政党になることを宣言し、各地で地道な行動をする。広報戦略を練ってほしい。立憲塾を作
る。

49

マスメデアを通しての発信力が弱いと思う。SNSももっと活用すべき。
連合は大切なパートナーかもしれないが、今の労組はどんどん組織力を落としているのでは？  
労働貴族（？）に気を使いすぎて、底辺の無党派層を取り込めていないように見える。
非正規雇用者がどんどん増えている現状からして、連合との付き合い方を見直すべき。

60



地方組織の連携、あり方

1

・広報宣伝力を党と議員個々人に強化するよう「目標を設け実行」してください。
・各党において党勢を拡大する、市町村の首長議員選で共戦を具体化する戦術を提案してくださ
い。

2 地方議員を増やすこと。

3

東京都議選がクローズアップされていますが、地方には各々地方の国政の事情が異なります。私
は富山県に在住しています。富山は、野党国政議員は、ここ十年近く出ていません。（維新は除く）。
立憲も今年五月にようやく立党しました。長引いた理由は、旧社民の市議建議勢力が多く、又、元
党首の又市征次氏の出身地で、立憲へ合流した唯一の候補者は元国民民主党から立憲へ合流さ
れた方で、本当の立憲議員はいなかったのです。連合代表の元国民民主から合流された議員候補
者を共に盛り立てている状態です。私は、国民と立憲の両党員です。心は国民が強いのです。

4

①各階級の議員すべてが、岡田さんにみたいに身辺をきれいにするよう希望する。
②全国すべての自治体に1人以上の議員を誕生させる。（特に過疎地の議員にはなり手がいない
のでチャンス）

5

部落差別問題に対して認識のない党利党略に利用している共産党は嫌いです。その部分で共産党
が理解を示せば連立政権に加わっても良いと思います。地方自治体で候補者が出せるようにして
ほしい。

6

次期衆議院選挙の立候補の専任の際には、国会議員としてふさわしい人を選んでほしい。県議会
議員、都議会議員などを経験したことのある人を選んで下さい。投票率を上げる為に、皆で知恵
を出し合って働きかけ、声をあげるなどして下さい。

7

政権を担おうとする気概が全く感じられない。このままでは、最悪の政権の片棒を担いでいるの
と同じです。地方の地盤を固める必要があると思います。地味な仕事を大切にしてください。

8

枝野さんご自身のお考え、党の理念はとても良いと思うのですが
まれに、末端の地方議員(あるいは候補者)に、それに反するような人がいることがあります。考え
が徹底されていないのでは？と思うことがあります。
もしそのような人が自分の選挙区の人だったら貴党には投票しません。

9
地方議員（地方組織）との連携が不十分。県議選で「なんでこんな人が？」という人が公認候補に
なり（結局、落選）ガッカリしました。

10
都道府県支部、各地域組織における？？やパートナーズ支持者へのアプローチの強化をはかるべ
き。県市町レベルの議員をもっと増やす努力を

11

若者の支援者が少ないとは言え、共産党は地元(私の場合品川区)に支援者がいてさまざまな活
動を支えている。立憲にはこのような力は無いが、本来は地元に根ざす活動をしないと自公政権
に替れないないと思う。都議に若い人もおり、若手を育て、活用する党になって活力ある政党に
なってほしい。ボトムアップ体制がないように見うけるが、必要だと思う。インターネットを活用し
て情報発信、連絡をした方が良い。

12
地方議員の活動が見えない。コロナで地域の活動が止まったら顔さえ見る機会が無い。何をして
るのか？

13

ごく一部でしょうが、地方の立民議員の方を見ると、ポリシーを感じないというイメージを受ける
ことがあります。頭数を揃えるのではなく、確固とした信念を持つメンバー構成を期待します。選
択的夫婦別性を実現がんばってほしいです。私は待ち切れずにペーパー離婚しました。

14

枝野さんの勇気に感銘を受けて支持していましたが京都市長選の辺りから疑問に思う点が出てき
ました。”地方の議会には国会とは違った事情がある”という名目で自民と共闘したことには本当
にがっかりさせられましたし、街頭で演説している候補者に「パートです、がんばって下さい！」と
声をかけてもぴんとこない様子をされる…など

15

反自民、独裁政治阻止という点で立憲民主党を応援しています。まだまだ地方政治での足腰が弱
いとか、政権批判でもマスコミのネタだよりになっているなど、調査能力の不足を感じます。政策
にしても自民党がまねをしたりすりよられたりすると自民党との差別化が不鮮明になりそうで政
権交代は難しいと思っています。マネされないような真の通った政策、方針を立てていただいて、
地方でも力を付けてから政権政党を目指してください。

16

枝野代表は何を訴えたいのかわからないところがあります。テレビに出ても何を言いたいのかわ
からない。今回のコロナ問題にしても千載一遇のチャンスを逃してしまった。私は一時的に立憲民
主党のサポーターだったのですが、何もすることがありませんでした。与党みたいに末端の足腰を
強化しないとだめでしょうね。
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17
今の立憲民主党には全く期待していない。特に茨城県組織は最低最悪の支部である。早く解散す
べき。

18

・自公政権への批判は大きいが、その受け皿になっていないのはなぜなのか、もっと考えて欲し
い。
・政権党や保守勢力は、反対勢力をつぶすためアラさがしを必死でしてくると思うので、各議員・
立候補者は人権意識をしっかり持ち、うしろめたい行動・行為のないように（みっともなく恥ずか
しい人たちがいましたね）
・いつまでも企業利益を代弁している組合組織にたよらず、筋を通して欲しい。良識ある批判票を
逃しています。
・地域の議員（県議会・市町村議会）と住民との関係が選挙の時だけにならないように。地域に顔
が見えない

19
衆院静岡1区支部長（立候補予定者）主導で1区の野党統一候補を選出すべき。立民、国民、共産の
調整を。上川氏（現職）は2009年に落選。是非その勢いで自民に対抗を。

20 市町単位の組織作りが必要。混合、特に連合東京は信頼できない！

21

私は町田市在住ですが次期衆院選の候補者選定に失望を感じています。父親は自民党で自身は
日本維新の会から立候補したことのある人物を今回は立憲民主党の候補者として公認したようで
すが、そんな人物が立憲民主党の候補としてふさわしいとお考えなのでしょうか？そんな人物が
万一当選されたとしても、かつての前原氏や細野氏のように右側から御党を動揺させて結束を乱
すだけではありませんか？今のままでは私は次回の衆院選で日本共産党に投票するか選択肢が
無くなってしまいます。アンケートの項目を拝見すると短期的視野にとらわれ過ぎているように感
じます。もっと長期の視野に立った目標を提示すべきではないでしょうか。自民党が提示する「経
済成長優先」「抑止力強化」の2つの理念に対置することができる新しい理念が必要です。この2つ
の理念にとらわれている限り自民党を上回る政策を打ち出すことはできません。自民党も必死に
頑張っているのですから自民党を甘く見てはいけません。これにとらわれない新しい理念が今こ
そ必要なんだと思います。御党の小川淳也氏は「経済成長優先」に疑問を投げかけた初めての政
治家として期待しています。

22

ホームレス支援に携わっています。生活を立て直すには不足であることが多く、健やかに暮らせる
とはほど遠く感じています。ミドル女性が多く思います。世代の考え方も社会も前に進むための仕
組みが必要だと感じます。女性の声を聴いてください。※札幌市西区には女性議員がいません。

23
結党時の迫力がなくなった。国民民主党元議員と一緒になったことが政策を変化させていると思
う。セクション1の政策の実行を強く望む。このままでは選挙を戦う気持ちはない。

24

兵庫県の知事選では、共産党の候補と立憲の支持する候補者の調整ができず残念でした。兵庫7
区で安田真理さんを応援していますが、地方議員さんの連携が悪く、とてももったいないと思い
ます。地方での調整や根回しができないのであれば外交なんてもっと難しいのでは？と思ってし
まいました。
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25

黒潮のエネルギーは1日分で日本の1年間分のエネルギーに匹敵するそうです。1日分の365分の
1を利用できれば単純計算では十分ということになります。国民の為には国営ないしは公営にす
べきで、水道も私営（民間）なんてとんでもないと思います。時間がないので無礼お許しください。
1人で立党し熱く語った枝野氏は、何処へ行ってしまったのか?
保守の策略に弄され頑なに「共産覚排除」に拘る・・・余りに知恵が無さ過ぎ!イスラエルの「超野党
結集」を見習え!と言いたい。「党」は政策が違うのは当然・!何が違い何が共通かを、堂々と語れば
いいだけ!これは、したたかな「自民・公明」を見習えばいいしそれも例として「指摘」してやればい
い。政治家は、良くも悪くも「言葉」の使い方次第。「ああ言えばこう言う」の手本を示して欲しい。
優秀な枝野氏の言は(一定の知性ある)リペラル系には届く。しかし森喜朗以降の二十数年間で、
確実に国民の意識(頭・学力、学歴ではない)レベルは下降(劣化)しており、50才以下は「小泉・麻
生・安倍」等の、単純・短絡な「言葉遣い」が好き、というかそれしか知らない世代も多い。又、戦後
から続く長い間の自民政治の策略-・洗脳で、国民は「指示待ち症候群」と化し自らの「頭」で考えな
い・考える事を止めている・考える力が育ってない。だから投票率も50%前後で、最近は更に下
回る。国民の半数以下が「モノ事を考えない→判断しない・出来ない上無関心層なのである。嘆か
わしい!
＝これは野覚の責任でもあります＝
そんな5割の国民に対する戦略テクとして、自公の些末な言行にはあまり翻弄されず、一々言葉だ
けで又声高に・「反撃」しない方が良い。特に、枝野氏・蓮舫氏は声質が高く、時に私でさえ「チョッ
と勘弁!」という感じがある。"ここは声を「大」にして言いたい!)"出来る限り「声質・トーン」を下げ、
スピードも「ゆっくり」と、言葉は厳選・縮小して選び「最小限」に、そして最大限の「効果」を得る「表
現」を絞り出して欲しい。
この場合も、大嫌いで信用ならない「敵」である、「小池都知事」も見習うべき点がある。どんなス
キャンダルもコロナ対策失政も意に返さず、記者会見では毎回「平然」且つ「淡々」と、退屈で意味
の無い「答弁」をしてるが、それでも高支持率を維持しているのである。要するに今の人々はこん
な「話し方」に駅染むのだ。残念ながら、話の内容や何をしたか「以前」の問題だ。無意識に「感情む
き出し型」や、腕えば「悪役(アベとか)」相手でも「吊し上げ的」反論・反撃は、受け付けない体質に
変貎している、という見方も考慮すべき。(私独自の見方だが…)
民主覚を応援し,ガッカリし…しかし私は大方の見る・言う「失望」ではない。未だに当時の政権が
言われる程の「失政」と思ってない。言われ過ぎを放置したままなので、例の「大悪人」にまで「最悪
の・・」などと言わせる!
この時も何故,真っ当に「反論(勿論、・穏やかに整然と)」しないのか、見ていて腹が立った。
この、「民主覚時代がダメだった!」という、国民(メディアも)への「刷り込み」が、今に続く「支持率」
の仲び悩みに繋がる。リペラルの方々は誠実過ぎて、自民は（A,A,S)のように理屈抜きで相手を
攻撃したり (A A S)のように平然と毎回同じ無意味な言 訳答弁も出来な それは当然 同

26

まず働く市民のための政党であって欲しい。連合は2割の組織率、無党派と重なるその他の労働
者及び労働現場の実情と課題を調査し具体的な要求と中長期の構造改革を構想して欲しい。その
事は地方組織の構築と重なる事になると思うが、市民との連携のあり方についても
もっと考えて欲しい。

27
地域住民レベルとの交流をより意識した党運営を望む。地方組織、自治体支部創設を一歩一歩目
指して欲しい。そうしない限り、分厚い地盤を誇る保守勢力には勝てない。

28
とにかく総選挙では野党統一候補を擁立しないと自公には勝てない！
立憲民主党には何としても野党をまとめて欲しい！

29

先の都議会選挙において私の選挙区には立憲は立ちませんでした、敵前逃亡とも思われる対応に
がっかりしました。こんな時こそ共産のように全選挙区に候補を立たせるなどやる気を見せてほし
かった。共産との選挙協力も是非お願いしたい。政権を取らなければ何も出来ない！先の政権を
取った時に今の自民のように数に物を言わせてどんどんやってほしかった。

30
各地方地方の組織づくりに取り組むとともに、理念を共有する地方議員を増やすことに注力すべ
きだと思います。

31
地域では姿が見えません。
再エネ普及について本気で取り組んでいただきたい。

32 歯切れが悪い。何事どっちつかずの態度。連合に配慮し過ぎ。地方選挙に候補者擁立を。

33

京都府等の地方選挙において、市民の感情や結党当時の理念を曲げて自由民主党と迎合し、結果
的に自由民主党の悪政を継続させていることに長年不快に感じています。結党して4年も経つに
もかかわらず、結党時以来、執行部が独善的に編成されており、種々の意思決定が民主主義に
則った形で行われていない点に危機感を感じています。例えば、本多議員の処分に関する、調査、
それに基づく判断、主権者への報告の不完全さ。

63



地方組織の連携、あり方

34

直近では本多平直議員の件、地方選での差別主義者の人選他、政権を握るにはまだ脇が甘いので
はと思う点が多数あります。何卒気を引き締めてください。これ以上自民党が続くと、人が死にま
す。

35

１）電力労連等、原発容認派のいる国民民主党との共闘はやめて欲しい。ドイツのように、原発廃
止、自然エネルギー推進を進め、またEUグリーンディールのように、生物多様性保全と気候変動
対策を同時に進めて欲しい。２）安倍・菅のもとで、ひどい状況になった日本の民主主義、人権（特
に外国人、LGBTの人たちなど）を立て直して欲しい。

36
市民政党になることを宣言し、各地で地道な行動をする。広報戦略を練ってほしい。立憲塾を作
る。
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1
いたずらに国民民主党との連合にこだわると国民民主党の存在感と延命に声を貸すだけで、立憲
民主党の求心力を失い終果的に民意が離れ政権奪取が遠のいてしまう。

2

消費税の引き下げよりも、法人税収の減少に目を向けた法案を期待します。　また、原発、安保等
の対立軸となるポイントよりも現政権への対抗努力として結集できる
「共通する理念」を優先してまとめてください。

3
正直枝野さんにはもう期待していません。早く消費税5％でれいわとまとまって下さい！比例は
立憲には入れません

4
自公政権に対して、不信感を持つ事もだいじですが、選挙の時に無党派にわかるように政策を
うったえて、自公党に過半数割れに追い込む意気込みでがんばりましょう。

5
自民党もリベラルよりの政策を取るので、立憲民主党はより理念にふった政策を提示し、共産党
との選挙協力で、一定の努力をかく得してほしい。

6

国民民主党とは手を組んでもあまりメリットが感じられずにいます。原発技術者は今後も一定数
は必要かと思いますがやはり脱原発をはっきりと表明してほしいです。日本共産党とは閣外協力
でも良いと思います。いずれにせよ自民党の議席をひとつでも多く減らしてほしいですね。

7

自民党は機能不全になっていても、国民をだまして選挙に勝ち、権力を維持しようとしています
が、国民は自民党の実態に気が付き、怒りを膨らませています。このまま自公政権を存続させるこ
とは日本のためになりません。立憲民主党には野党をまとめ、政権を奪取してもらいたい。分かり
やすく明確な目標を掲げて、存在感を高めていただきたい。枝野の代表には、小難しいことは言わ
ず、有権者の心に寄り添うような言葉で国民に語り掛けてもらいたい。

8

連合とは距離を置き、普通の市民に向けた政策を訴えてほしい。まっとうな政治を掲げるのなら、
日本共産党、社会民主党との連立政権も辞さない覚悟で政権をとる姿勢を見せてほしい。

9

今の執行部のメンバーが、どうしてもあのダメだった民主党時代の顔ぶれと変らず、期待感がう
すい。枝野さんは悪くないが、目新しいビックネームが加入してくれると良いのだが…。柔軟に
なった共産党を排除している様では、日本のリベラルに未来はない。　自民党の懐の深さを見習う
べき。

10

次回総選挙ではすべての選挙区で候補者調整を行い、自・公・組との対立軸を明確にすること、総
選挙では野党が推し進めてきたコロナ対策を後継いで政府がやっていることをアピールすること
（つまり政党の言っていることが正しいこと）をアピールすべき！

11

（別紙）(1)以前、枝野代表がネット番組（たかまつななさんの番組だったと思います）に出演したと
き、「民主党の時は期待値をあげすぎた。だから失敗した。今はあまり期待値を上げないようにし
ている」と発言していました。そのときは心底がっかりしました。そんなことでは政権はとれないと
思います。
(2)枝野代表は連合に対して気を遣いすぎている印象を免れません。このままでいくと、立憲民主
党は連合の下部組織のようなイメージをもたれると危惧します。とくに国民民主党との合流の後
にその傾向が強まっています。国民の中には連合に反感をもっている人も多いので、連合色が強
まりすぎると政権をとれないと思います。

12
連合。及び民主党とは手を切って、無党派、無関心層にフォーカスした、発言、行動をしてほしい。

13

立憲民主党の立ち上げにはとても感動しましたし、今でも枝野さんを応援しています。連合の顔色
をうかがわないといけない事情があるのかとは思いますが、政権交替を本気でやるためにはこの
ままでは難しいと思います。今の状況は悔しい。あらゆる手を使うべきだと思います。あと、わき
が甘いことが度々起こるのは何故なのか。しっかりしてほしい。すご腕の演出家、構成作家などの
力を借りてほしい。シンクタンクの力と共に。
セクション２の①　BとCの間
セクション２の③　とにかく全部とつながった方が良い！難しいことだとは思いますが。

14

部落差別問題に対して認識のない党利党略に利用している共産党は嫌いです。その部分で共産党
が理解を示せば連立政権に加わっても良いと思います。地方自治体で候補者が出せるようにして
ほしい。

15

立憲民主党の党員として応援していましたが、日本共産党と組んだことで党員をやめました。共産
党とは、同じ気持ちになれない。日本共産党は戦前、戦後何をやってきたか。その様な日本共産党
と同じと思われるのは残念である。
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16

連合との距離を置いて共産党を含めた共闘体制を作ることが是非必要。連合の組合員の中には
共産党と組むくらいなら自民党と組んだほうが良いという人が多い。旧総評系の組合でもそうい
う人がある。ましてや電気関係の組合は立憲支持より自民支持が多い。こっそりとしらべてみた方
がいい。連合は野党共闘に水をさす組織である（元々民社党系の人が多い）。こんなものを頼りに
するからいつまでたっても原発0が言えない。原発は発電単価が高く、環境汚染を10万年以上も
続ける最悪の発電装置である。これの廃止を言えない以上は支持率は頭打ちとなる。

17

原発を抱える電力会社の組合である電気労連をバックにしている国民民主党や共産党嫌いの連
合にあまりにも気を使い過ぎて、ズバッとした政策を掲げられずにいる状態は国民受けしないと
思う。公明党、維新の会は完全に与党だし、国民民主党も与党化しています。このままで行けば、
昔の民主社会党と同じになります。だから、国民民主党や連合の反発を押さえながら、明確な独
自性を打出してほしいです。選挙での共産党との候補者調整はずっと続けて下さい。

18

とにもかくにも、次の選挙で政権を獲得することが重要だと思うので己の利益ばかりに目を向け
ず、できることは全て、少々乱暴なやり方でもやって、必ず勝ってほしい。もう自民党には我慢で
きません。
セクション２の③　[日本共産党にたいして]解明してくれればbetter　印象が悪い。

19
自民、公明党と対抗し分かりやすい政策づくり、選挙体制づくりを郵政んさせるべきです。連合と
の協同も共産党を排除するのではなく政策づくりで譲合うできです。

20
国民の為にできた党ならば自民党・公明党政権を変えるためイデオロギーを超えて協調すべき。
一気にやるべきと思う。

21
もっと日本共産党となかよくしてほしい。ときどきひよるのか２，石翼的なことを言いだしたりす
るとがっかりします。

22

反安部＋菅政権で野党（除 維新）はまとまる以外にない。在野の各領域に「野党支援応援団」を作
る努力、メディアをうまく利用し衆院選候補者に知名度の高い人を立てよ（国谷裕子・上野千鶴子
etc）

23 現在の政策にはガッカリさせられてばかり、野党共闘して政権を取りに行って下さい。

24
日本共産党を含む連立政権を樹立するために連合（経団連の下請け）と決別すべきと思う。各業
界団体・労連よりも無党派層を取り込む政党になってほしい。

25

原発を断ち切れない連合・国民民主党に配慮する余り共産党を連合から排除するのは愚かな選
択。玉木代表のいうとおり日本共産党の現在は天皇制・対中国との距離等昔の共産党とは違って
きている。種子法復活してほしい。

26 衆院選での野党共闘実現を強く希望します。

27

差異に注目して独立するのではない、大きな塊のコアになってほしい。共通する部分をわかりやす
く言葉で丁寧に説明する努力をしてほしい。「私たちが」求めるもの、目指すもの、「私たち」の主語
で未来を見せる努力をしてほしい。

28 日本共産党と協力して

29
ゆ党やエセ与党とは一線を画すべき
日共と手を組むことも考えるべき

30
横浜市民です。国会と県、市と大分違うように思えることが多くありました。今回の8/22市長選
では共産他とも統一候補を出せる様でとても嬉しく期待しております。

31

今の自公の政治を見ていると、本当に「もっとちゃんとしてほしい！」と思います。ちゃんと記録を
残す。ちゃんと説明する。ちゃんと責任を取る…etc。こんな大変なときに国会を閉じ、会見での説
明も言いたいことを言いっぱなし。これではいくら緊急事態宣言を出しても、人流は減らないわけ
です。「なぜ皆こちらの言うことを聞いて自粛してくれないのだろう…？」って…そんなの当たり
前です。必死さが丸で欠けているのですから。枝野寝ろ、がない。毎日毎日出てきて、質問がなく
なるまで会見をすること、と台湾のA・タン氏が言っていましたが、その発想がない。ある意味、
チャンスです。小川淳也さんの熱さが必要です！

32

単独で政権を取れると思います。それには小沢一郎とか社民党を入れない方が良いと思います。
一般庶民はたとえば池袋事故で逮捕しない警察庁長官を国会に呼ぶべきだし、三権分立をこわし
た内閣府なんか廃止すべきですよね。NHKも完全に公共放送ではなくなりましたよね。
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33

原発政策、政権構想について歯切れが悪い→全面的に同意です。
相変わらず連合、国民民主に遠慮しているように見える。共産党は変わった。協調すべき。自民の
批判を恐れるなどとんでもないこと。オリンピックも明確に中止を！貴会を応援します。

34

旧民主党政権の反省と総括は出きてるのか？内部的にきちんとできてなければまた失敗する。す
べてを発表する事はない。共産党も連立政権に加えることで、共産党も現実的な発言をするはず
だ。昔の村山政権のようにね。政府の不正、不公平をなくすためにも共産党の力は必要だ。

35
③については、野党共闘で一度は手を組んだ方が良いと思います。
④については、Bが現実的ですが、そろそろCを目指してほしい。

36

日本共産党とは、根本的に思想が違うため、連立政権を組むのは望みません。しかし、重要政策で
協力するなど、良好な関係を築き、政権運営をするのは望みます。選挙協力は絶対にやるべきで
す。

37
原子力発電反対の立場を明確にし、具体的な廃炉スケジュールをはっきり打出して頂きたい。そ
の為にも国民民主党とは手を完全に切って欲しい。

38

立憲民主党を応援してきましたが、国民投票法改正案への賛成で頭にきて、それ以降は共産党に
投票しています。五輪対応もガッカリです。斉藤駿さんらの活動は、まさに今、必要なものだと思
います。消費税1本に絞り、野党共闘で政権を取って下さい。

39

1.真に国民の立場に立ったきぜんとした対応、発言、政策を示してほしい。
2.エセ野党的国民民主党や連合等にふり回されず、自信を持って対応して欲しい。
3.国民の前にもっと姿を現わし、直接話しかけてほしい。その自信があれば連合等の票やカネに
振り回されず、活動できると思う。今はこの国の国難です。各々が政治を志した初心を想い出して
キゼンとした態度で政党活動してほしい。

40

セクション２の③の問いにありましたが、共産党を排除しての連立政権への言及には心底がっかり
させられました。こうした言動が、結果、自民党を助け、補完勢力と思われ、さらに選挙に行っても
政治を変えられないのだ、と無党派層にあきらめをもたらしているのかと思います。都議選を見
れば、議席こそ増えたものの、都ファ、自民への不満層の受け皿になり切れていないことは明らか
だったと思います。

41 国民民主、れいわときちんと共闘して、まずは自公に勝って下さい！　おねがいします！！

42

③の共産党排除が解せない。
大局を見て自公を与党から引きずりおろしてください。
党内の不適切発言者への処分は早急に！不信感が募ります。

43

1.国債を際限なく増やして大丈夫なのか？(MMT理論などというものがあるが)
2.消費減税の目的をはっきりさせること。
3.国民民主党と原発政策、憲法改正政策で一致できるのか？
4.連合政権の政策協定は納得いくまで議論したうえで決定する。

44

多様性に富み、かつ包摂的で良い連帯感のある社会の理想をきちんと言語化して提示してほし
い。その為に徒かに競争的でなく、再分配がきちんと機能する仕組を築いて欲しい。そして多様性
と包摂性の範として、広範な野党連合を実現してほしい。

45
立場性を鮮明にして頑張ってほしい。
共産党との関係をもっと重要視すること。

46

米国民主党ではなく、英国労働党、独社会民主党のような政党になるべき。健全な保守で大政
党？など日本には不要（保守＝自民党は？です）
政権がほしいなら全野党共？、統一戦線を真剣に討議すべきではないですか

47

自公政権は、国政を記録しない、公開しない、嘘をつくなど、社会の公正を根底から崩している。
今の政権を止めないと、日本はモラルもない、科学もない国となる。そのためには貴党は他野党
と小異やメンツを捨てて集合を呼びかけてほしい。
そのためには見受けるところ人材も内容も（党名以外は）まともと思われる共産党とも連合して欲
しい。その際は「共産党」という名前アレルギーのある人々によく説得して欲しい。

48

自公の矢政の今こそ、その批判票の受け皿にならなければ永遠に浮上の機会はない。４年前のよ
うな前原自爆がない今回の総選挙で野党の力を結集して欲しい。
小選挙区で勝つには共産支持者の力が必要です。彼らに敬意をもって接して欲しい。
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49

・天皇制は人権侵害なので、男系・女系に関わらず反対です。
・反自民という形で連合政権を作らなければ自民に勝てないのでは？その点志位さんは腹をく
くっておられるように見えます。玉木雄一郎氏の「共産党とは組めない」発言には失望しました。
・小川淳也さんのファンです。地元から応援しています。

50

①税収が増加しているのでそのもととなった消費税を５％ないしゼロとする。
②共産党とはどんな形でも一線をかくす
③国民所得を上げる為、不必要な外人を入れない。特に奴隷労働ともいうものをなくす。
④真のジェンダー平等を進めるのは難問。何故進めるのか。ほかの一部の人の為だけではないの
か。

51
連合に配慮しすぎです。今の連合は労働者の代表とは思えません。
共産党と協力しないと自公に勝てない現実を受け入れるべきです。

52
雨の新宿バスタ前で凛としたあの感動を忘れません。どうか私たちの思いを受け止めて、政権交
代を！そのために頭脳と理論で支えてくれる共産・社民としっかり連携してください。

53 野党でまとまって自公政権を倒して本当の政治を取り戻してほしい（菅直人政権時代へ）

54

選挙で自民議席を減らすため、共産とも協力・重複立候補しない。
パソナ（竹中会長）など委託→委託など無駄金を減らす（オリンピックでスタッフの日給が高額すぎ
る。毎日新聞より）
選挙政策では「虚偽」「隠ぺい」「改ざん」をしない（安部前首相を始めすべてうやむや。具体例を挙
げて訴えていただきたい）

55

立民が中心となった反？？主義民主主義政治を樹立するしかない。
中国を相手にするために共産党は必要。改心した公明党とも絡むべき
???自民を？？なら来て義。？？？

56
人材不足が否めない。国民にもっと発信力のある人を取り込むべきである。与党と同じような問
題（を起こす）のある議員は即刻離党させるべきである。

57 共産党と社民党をうまく立てて選挙を戦い、政権をとってください！

58
期待しています。共産党、れいわと手を組み、しっかりと新たな政策を提示して選挙に臨んでくだ
さい。今度こそは本当に国民主体の政治をして頂けることを望んでいます。

59

（別紙）とにかくコロナと安部・ガースーの暴政にあえぐ無党派層の国民の暮らし、健康、命を第一
に考える等に徹底すること。それをしなければ、いつまでも万年野党、自公維新政権の補完物とし
て、むしろ国民の敵となるしかないだろう。
今の状況で共産党やれいわを排除し、原発や五輪推進、既得権益保持が第一の労働貴族＝連合と
一蓮托生などは愚の骨頂。反国民の道を進み、自ら墓穴を掘るだけのことになる。それならかつて
応じた貧者の一灯も、枝野さん、さっさと返してください。志を失った政権の補完物・野党第1党に
なったって仕方がないでしょう！

60 共産党は閣外協力とした方が、共産党の立場を守るために良いのでは？

61
共産党対応が選挙上有効と思いますが、その後の政治プロセスでは国民民主党とのまさつが生ま
れると思います。このジレンマ解消策をうまく行ってください。

62 もっと共産党と協力すべき。もう少しドロくさく選挙をしてほしい。優等生すぎる。

63
国民民主・連合にひきずられるべきではない。希望の党から排除されて立憲ができている。共産
党との協力を明確にし、自公に勝利すべき。

64
1，選挙協力のやり方によっては共産党にキャスティングボードを握られそうな気がする
2，女系天皇を認める必要なし、後継がなくなれば皇室を廃止すれば良い

65

今大事なことは無党派層や、自公維支持者以外の勢力をまとめあげる事で、それにはやはり立憲
民主が先頭に立たないとダメだと思います。共産党を排除するなどもっての外だと思います。

66
日米安保に支障が出る共産党とは選挙協力、閣外協力とし、自民党に不満を持つ人たちをひきつ
けられるまっとうな公約をかかげてください。選挙は勝ってなんぼです。
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67

共産党の支援がなければ、選挙に勝てないのが現実。そして、無党派層が野党候補に票を入れな
ければ、政権交代は不可能。2009年にかつての民主党が、圧勝したように、大きなムーブメント
の喚起が不可欠。一般無党派に投票行動を促すべく、わかりやすいメッセージ、わかりやすい構図
（そのためには、しっかり共産と組む事）、そしてマスコミ、メディアから好印象、期待ができる野党
連合だと、ちゃんと報じるよう対策をうつ。（現状、マスコミは野党の足並みが揃っていないことば
かり報じている。一般市民から見れば、期待が持てない。）組織以外の大きな大きな一般無党派の
票をいかに獲得するかが最重要である。

68

現政権はもちろん、ありえないが、反対するだけでなく対策を作って国民を納得させていない。対
策を作り対抗して欲しい。国民民主党は基本的に相応しない憲法改正などをかかげている。何故、
組むのか理解できない。これではまた負ける…

69
MMT理論を経済政策の柱として緊縮脳の代議士（江田憲司）及びOB（藤井裕久）を追い出せ、共
産党の小池晃、令和の山本太郎、自民党の西田昌司と連携しろ！

70 連合野国民民主党に忖度せずにより市民の側に立ってほしい。

71
政権を取ることに対して最優先で考えているとは思えない。日本共産と選挙協力し、支持基盤を
固めてほしい。

72

若い人たちが将来に希望を持てない大きな理由の1つは、普通にイメージする「仕事」がなべて非
正規職となり、働いて自力で安定した生計を営む見通しがきわめて立ち難いことにあると思いま
す。最低賃金引き上げも結構ですが、労働による賃金全般の価格破壊をもたらした経済的新自由
主義とオサラバしない限り、人々が生活上の安心を得るのは難しいと思います。立憲民主党には、
背骨の通った政党として、リベラルなりの経済イデオロギーが必要です。経済格差の是正は中心命
題の1つでしょう。

73

私は立憲民主党をすでに見限って新党構想を立ち上げています。（「日本理皆党」といいます。）立
憲民主党を応援する立場で言えば、まずは共産党とともに「小選挙区廃止」をかちとり、少数精鋭
の政党となるべきと思います。

74

連合の組合員は自民党の支持者が多い、連合に対しては気にすることない。今は連立政権のこと
など考える必要はない。まずは選挙協力で与野党伯仲にすればよい。自民党の方が維新、国民民
主党と連立するだろう。一般国民にしっかり話していくことが必要。

75
衆院静岡1区支部長（立候補予定者）主導で1区の野党統一候補を選出すべき。立民、国民、共産の
調整を。上川氏（現職）は2009年に落選。是非その勢いで自民に対抗を。

76

セクション2③の質問に関して。上記の政党との選挙協力には大いに賛成だが、できれば立憲民主
党単独政権を目指して欲しい。連立はうまくいかないと思う。せいぜい閣外協力が限度だろう。
民主党政権時代に掲げた最低保証年金にもう一度チャレンジしてほしい。

77 共産党に対する偏見を捨て、連立で自公の負の遺産を清算することに集中してください。

78

・次の総選挙では万難を排して、野党統一候補を立てる（各選挙区で）
・実上、政権を取るまで成長するには、ホップ、ステップ、ジャンプくらいの順事が必要だろうから。
中・長期プランをきちんと作る。
・こういうアンケート、政党自身がしたらよいと思う。

79

日米地位協定の見直し、沖縄への新基地建設阻止、石垣島のミサイル基地建設阻止。今が戦前と
ならない為の外交努力、教育無償化、次世代の為のビジョンを示す。共産党を排除するなら立民
は支持しません。外す理由が票の獲得なら本末転倒だし逆効果。

80 国民民主党とは完全に別れるべき。公明党の切り崩しを図るべきと思う。（特に婦人部を）

81

①共産党との共闘は絶対必要。しかし、連立政権に加わってもらうにはかなりの抵抗勢力との戦
いに消耗すると必至。1期目は閣外協力の形で協力してもらえたら。②党首がもう少しマスコミそ
の他に露出が必要ではないか。顔が見えない。

82

枝野さんにはぜひ次の総理になってほしいと思いますが、そのためには共産党ギライのイメージ
を払拭する必要があると思います。選挙協力の時だけ利用しているように見えてしまっています。

83

政治は生活であると思っている。難しいことはわからないが、少なくとも今の与党には絶対に政
権を任せたくない。政権交代は必要だが、立憲単独では現状頼りないと感じる。やはり共産党と連
立内閣を作れないかと考える。今危機的状況にある政治に対していわゆる「きれいごと」ではなく
がむしゃらさがほしい。決して経済的に裕福なものではありませんが、立憲が立党したときからそ
の心意気に感じるところがあり、寄付をしました。なくてはならない存在だと思っています。世論
の期待に応えてください。
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84

第二次安倍政権依頼続く政権の私物化、新型コロナウイルス対応の拙さ、東京五輪で多発する不
祥事など自公政権に対するウンザリ感はピークに達しています。今度こそ自公政権を倒し、立憲民
主党を中心とする政権を樹立してください。そのためには共産党を安易に排除することなく政権
交代のスローガンのもと、多くの野党勢力が結集できる公約を掲げ、衆議院選挙を勝ち抜いてい
ただきますように期待しています。

85 異なる政党の一致点を大事にすること。度量の大きい政党。話方に更なる工夫。

86 日本共産党とは連立政権ではなく、協力関係の方が良いと思います。

87
連合政権には共産党も加わるべきと考えますが、それは選挙後に国民感情を観察してから決めて
もいい。秋の選挙では野党共闘により現政権を打倒しなくてはなりません。

88

枝野ビジョン（「自助」を強いる社会に未来はない）をベースに選挙向け対策を早く構築し、外向け
にPRして欲しい。あまり連合（国民民主党）との連携にこだわる必要はない。無党派層にアピール
する政策も作ってほしい。

89

私は和歌山の田舎に居住していますので（二階幹事長の選挙区）自民党の党員ですが民主党が政
権をとって以来自民に入れていないので連合を大事と思わないで共産党と連立してほしいと思
います。

90

連合の言うことを聞かず共産、れいわ、社民党と組んでください。街頭に枝野さん志位さん山本太
郎さん福島みずほさんが並んで演説されたら、絶大なインパクトを有権者に与えることでしょう。
広報の方法は共産党に学ぶとよいでしょう。今は最大のチャンスです。

91

野党共闘しなければ絶対に政権交代はできないことわかっているのに動かない。立憲に正直辟易
しています。連合への圧力も入っているのでしょうね。小沢一郎氏が動かないと立憲は持たない
と思いますが…

92
・原発、安保法案等の廃止は基本政策のはず、再度、明確にしてほしい。
・弱体化した連合ではなくて、足腰のしっかりした共産党との協力こそ政権への道

93

共産党の存在を頭ごなしに否定して連合政権の可能性を模索しようとしない。古い価値観のまま
の国民民主党議員には失望します。もっと人を見て、建設的な議論をすることを強く望みます。

94
連合の支援を得るためとはいえ、共産党排除では今後永遠に事項自公に勝つことはできない。

95 立憲の政権獲得に向け、「連合」を過大評価するな！また、国民民主は信用できない！

96 野党で分裂する事を避け自民にNOを言いたい国民の一票が反映される体制を作ってほしい

97

このようなアンケートを企画されたことに敬意を表します。私の接するSNSが片寄っている為か、
立憲民主党の存在感は薄く枝野さんや安住さんの言葉に接する機会も少ないです。応援している
議員さんはいますが、党としてはあまり期待していません。セクション1に挙げた項目をすべて推
進するならば全面的に支持します。日本共産党是非協力すべきです。日本共産党が嫌われている
のは主観国家として当たり前のことを主張する為アメリカから疎まれているからのように思いま
す。鳩山政権が短命に終わってしまったのは大変残念でしたがアメリカからの自立を目指した政
治を③に挙げた野党と協力して実施して頂きたいと思います。

98 野党全体を束ねられる度量の広さを枝野代表に求めたい。

99

・枝野さんはよくやっている。支持率が上がらないなか、今までの民主党なら内輪もめで更に支持
が下がっているように思う。踏みとどまっている。
・日本人は目先の物事しか見ないので総花的な公約より、消費税等インパクトを重視する方が良い
原発の関心ももはや薄いのであまりこだわっても利益が無い
・山本太郎を利用しては（消費税で）
自民は選挙で勝つためには平気でウソもつきますが、悪い事ですがその貪欲さは見習ってもよい
と思う。本気で戦う気迫（フリでもいい）を国民に見せる必要。勝たないと何もならない。
・勝つために共産党と妥協の上調整してください。

100

まずは自公政権より議席を1つでも多くすることに力を注いでほしい。私は現在は立憲民主党を
支持していますが連合政権に共産党を入れないとは大反対です。共産党は全面的に同調できない
からずっとまともなことを言っているのは共産党です。私はここ10年くらいでそう思っています。

101
共産党排除するとした連合に配慮した発言は野党共鳴は実現できない、枝野代表は視野が狭い
（私は共産党員ではありませんが）
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セクション3:立憲民主党に対してご意見がありましたら、下の空欄を使ってご自由にお書きくださ
い。
「枝野ヴィジョン』を読んだが、「保守」の捉え方があまりにも枝野氏独特で、正直言って、絶句して
しまった。私は、日本の歴史も勉強したが、だからと言って、自分が「保守」の思想を持っていると
は、まったく考えていないが、枝野氏の論はあまりに我田引水的で、おそらく、その筋の専門家か
らは異論が噴出する内容と思う。近代以前の日本を美化する習慣は私には無い.
枝野氏の論考は、保守、というよりむしろ、「復古調」ともいうべきものだろう。さらには、この「枝
野ヴィジョン』について、連合の神津氏が、「わが意をえたり」と言っているのを見て、おそらく、共
産党排除の匂いを嗅ぎつけたのではないか、私は空いた口が塞がらなかった。
私的には、枝野さんには、丸山真男であるとか、吉本隆明を読むことをお勧めしたい。余談だが、
吉川沙織さんは、丸山真男の思想に精通しておられるようで、大変信頼している。国会閉会前、6
月16日の議員運営委員長解任決議案の質疑も大変秀逸で、本当に関心した。また、志位和夫さん
が、2021/07/11に、内田樹さんのtweetを引用して、「わが意を得たりです。」とtweetしてい
るのを見て、志位さんは神津さんの真似をしているのだな、と感じた。東西冷戦構造の時代が終
わって久しいのであるから、日本の国会議員もそろそろ共産党を排除、差別するステレオタイプな
対応はやめて、単なる選挙協力のみに限らない真の「
闘」が深化する事を望む。
長くなるので詳細は割愛するが、原口一博さんの機能的財政論を元に、自公による長きに渡って
続いてきた日本の緊縮政策に早々の終止符が打たれることを望む。また、亀井亜紀子さんの新自
由主義批判も本当に秀逸で、亀井さんの質疑にはいつも溜飲が下がる。立憲民主党には、さまざ
ま優秀で心ある議員の方もたくさん在籍しておられると思う。そうした方々が風通しのよい執行
部の下で、それぞれの能力が充分に発揮されることを、切に希望する。
他にも様々思うところはあるが、長くなるので、この辺で筆を置くこととする。

103

（別紙）
セクション3・立憲民主党に対する意見
1　かって民主党は「マニフェスト」を掲げることによって自公政治に代るオルタナテイプを示し、国
民多数の支持を糾合し、政権を獲得した。マニフェストに掲げた政策は、当時国民に新鮮な共感と
賛同をもたらしたことは確かである。
2　立憲民主党はすでに中長期的視野で取り組む「基本政策」を発表しており、これに基づいて総
選挙に向けたマニフェストを早急に公表すべきである。基本政策は網羅的で詳細であるが、マニ
フェストは主要政策の柱を立て国民にアピールする表現にする必要がある。
3　核兵器禁止条約が1月22日発効したが、基本政策には「核兵器の廃絶をめざす」としか書かれ
ていない。「核兵器禁止条約を署名・批准する」と明記するべきである。唯一の核兵器被爆国とし
て多数の国民が待望していることである。
4　枝野代表は6月15日の菅内閣不信任案の趣旨説明で、新政権の施政について随所で所信を
述べているが、日本学術会議が新会員に推薦した105人のうち6人の任命を菅首相が拒否した問
題で、「新しい政権では、発足後直ちに、6人を新会員に任命する」と明言したことは、多くの国民
が歓迎している。
5　憲法を敵視し、違憲立法を次々に強行し、憲法改悪を企て、専守防衛を投げ捨て敵基地攻撃能
力の保有に踏み込み、台湾有事には米軍と共に台湾防衛のために自衛隊の投入を容認するする
自公政権。国民の命を脅かすコロナ蔓延には科学的知見に基づく早期的確な対策を決断できず、
危機管理能力の欠如をさらした菅首相は、自らの政治的延命のために、コロナ感染爆発から国民
の命を守ることよりオリンビックの開会を優先した。国民の信頼は地に落ちた。立憲民主党の出番
である。野党間の選挙協力の協議を早急にまとめてほしい。

自民党の政治にはうんざり。期待していた立憲民主党もメディアを通して見えてくる姿は積極的
に支持したくなるものではない。本当に一般の人たち一人一人の声を聴く気があるのかと疑って
しまいます。そのような折、夫にこのアンケートは届き、私（妻）も回答させて頂こうと思いました。
思いが伝わるかどうかは分かりませんが、届ける機会を与えていただけたことをうれしく思いま
す。
セクション1
①D　感染症対策も経済対策も必要だが、国債に頼るのは反対。
②C　食料品は0に、高額商品は20％に、他は10％のままでいい。
③A　法人や富裕層からきちんと税を納めてもらい、正しく分配してほしい。中抜きできない制度
④A　アンケートが届いた時には今更？と思ったが、オリンピック開催しデルタ株が広がっている
今は絶対必要だと考えが変わった。
⑤A 1500円には だわらな 1000円 も から皆が早く払えるように
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枝野さんが初めて衆議院選挙に立候補して以来、彼の考え方を支持しており、政策の細部では、若
干の異論はあったとしても、反自民という無党派層の受け皿となるためには他の野党との選挙協
力は進めるべきであると考える。

105

初期の頃の一般市民からのボトムアップ提言が少なくなったような気がします。共産党も含めもう
少し議論と擦り合わせをしてください。譲れることと譲れないことが見えてきません。残念ですが
自民党もダメだが他に選択肢がないと言われてしまいます。良い提言たくさんありますので、可
視化してください。

106
労組は死に体。話半分に聞いておいて、応援するところはしてもらって、でももう引きずられる必
要はない。そう思いますね。国民は、だから国民民主を見切っているわけです。

107

今後、総選挙に向けて与党はマスコミを巻き込んでなり振り構わない攻勢に出てくるものと思い
ます。その１つが、”共産党アレルギー”を悪用したものであることも明らかであるところ、連合の姿
勢は戦う前に後ろから鉄砲を撃っているようなもので容認できません。数年前の希望の党騒動と
いい、徒に利敵行為を繰り返すことで誰が得するのか、猛省して貰いたいと思います。大体、自民
党と公明党だって立派な「野合」ではないですか。

108

①政策は党内できちんと議論をして決め、構成員が所属意識をもっともてるようにすべき。②国
民民主党とはもっと仲良くする。友党と位置づけ、共通の政策は社民党も加え、共同で練り上げて
いくべき。③共産党の支援が重要というのはよくわかるが、いきなり一緒に政権というのは無理
があるのではないか。まずは協力できるところは一緒に進めていき、そこでうまくいき、国民や他
党の理解もすすめば、その次は一緒にすればいい。

109

立憲民主党が中心となった野党連合勢力がまとまり、受け皿となると多くの人びとが認識できれ
ば、政権交代は実現可能と思います。人びとのいのちを守る。子どもを守り、育てる。というよう
なことを実現する道すじを示すことが必要と思います。重点課題を絞り、実現可能なものから、一
つづつ解決して行くことが重要と思います。アジアの一員としての日本のあり方を踏まえた政治
を求めたいと思います。

110

護憲とセットじゃない社会民主主義政党を、待ち望んでました。

共産党と関係は、あまり深くなることを望んでません、政権取ったときの連立はできればしないで
いただきたいと思ってますが、政策ごとの閣外協力レベルであれば、それは否定しません。

今の自民党政治は本当にお粗末を通り越して論外の状態です。
是非変えて下さい。

111 国民民主との合併が早くすべきと思う

112

一向に政権の受け皿たりえない立憲民主党に、半ばあきれています。
どうして、古い人たちばかりが前面に出て、「悪夢の民主党政権」という自民党のプロパガンダを
補強することばかりするのですか？　蓮舫さんなど、メディアに出れば出るほど、昔を思い出して
マイナスです。
福山幹事長は地元でときどきお見かけしますが、京都市長選での自民へのすりよりを目の当たり
にし、野党連合の障害となるのではないかと思っています。

113

各党それぞれの立場を尊重して共闘を実現させていただきたいと思います。
自公はもとより、それをアシストする維新と小池新党の連携なども噂されており、うかうかしてい
ると今以上に心配な状況が生まれることが想像されます。立憲民主党には寛容さも求められま
す。頑張って下さい！応援しています。

114
野党連合を結成し、総選挙前にシャドウキャビネットを作るべき。政権交代を成し遂げることを最
優先として行動すべきだと思う。

115
立憲民主党は頑張って欲しい。野党全体で議席が増えないと何も出来ない今の状況が変わらない
ので選挙協力はあらゆる知恵を使ってやって欲しいです。
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立憲主義の核心は、権力の行使を憲法によって制限することにある。
憲法のもとで個人が等しく尊重されるために、最優先すべき公約は選挙制度改定である。
多数派が国会を蹂躙し多様な民意を封殺する独裁的な政治を変えるため、小選挙区制を廃止し、
少数であっても多様な民意を議会に送り、数の力ではなく民主的な議論と連帯によって市民の幸
福を追求する国政を実現してほしい。
そのような連帯こそ、真の連合政権である。

117

1.先ず、連立政権の筋道を立てる。
共産党は閣内に入らないとか知恵を絞る。
連合にはハッキリ言って連合の考えを変えさせる。
2.枝野さんは自信を持ち対応する。
相手をやっつけるのではなく、仲間に引き込む度量がいる。
細かい事に配慮する。大学の事は喋らない。
東北大とか青学のとか。
これができない様だとリーダーは他人に譲る。

118

設立時は期待して寄附もしたが、万年野党に甘んじている姿勢にがっかりした。連合、財務省と距
離を置きがんばって欲しい。イスラエルを見習い野合で構わないから連立政権を実現して欲しい。

119
連合が共産党との連立政権に反対ならば連合の支援をあてにしない体制を早く構築したほうが
良いと思います。

120

東京都議選の結果を見てください。日本共産党はたぶん全体主義を最も嫌う政党として選挙民に
は理解されているのではないですか。玉木氏や御党の福山氏のような反共思想は，単なる私怨に
過ぎないのではないですか。理性的・客観的・科学的に考えれば，現在最も全体主義的政党である
自民党・公明党を破ることが，必要なのではないでしょうか。野党間のもめごとは，与党を利する
だけであることを忘れないでください。

121

先の都議会選挙において私の選挙区には立憲は立ちませんでした、敵前逃亡とも思われる対応に
がっかりしました。こんな時こそ共産のように全選挙区に候補を立たせるなどやる気を見せてほし
かった。共産との選挙協力も是非お願いしたい。政権を取らなければ何も出来ない！先の政権を
取った時に今の自民のように数に物を言わせてどんどんやってほしかった。

122

結党時に大きな期待を持って寄付をしましたがその後の枝野氏の動きにはことごとく失望してい
ます。特に日本共産党との共闘に消極的な点が全く理解不能です。老害神津が牛耳る連合なんか
切り捨て、自公維以外の野党一丸となって戦わなくてどうするのですか。野党第一党とはいえ、
パートナーを選り好みしている場合ではないしそんなことできる実績でもないでしょう。なりふり
かまわず政権取りに動いてください。やる気があるなら。

123

衆議院選挙に向け、野党共闘し、確実に一人区を取って欲しい。「悪夢の民主党政権」というマント
ラに騙されている多くの国民に対し、１）民主党政権の成果をリストアップしてアピールする、２）挙
げたらきりがないが、自公の数々の失政を理路整然と糾弾していって欲しい。共産党との選挙協
力はすべきだと思う。なんとしても政権奪取して欲しい。

124

「立憲民主党は、立憲主義と熟議を重んずる民主政治を守り育て、人間の命とくらしを守る、国民
が主役の政党です。」という理念に共感します。ところが、現状起こっている立憲民主主義の破壊
に、立憲民主党は一体どのように対抗できていますか。大義のために共産党と連立する覚悟もな
いのですか。岸田を担ぐことすらありうるのではないでしょうか。次回の総選挙比例で、立憲民主
党と共産党のどちらに投票すべきか迷っています。

125

私は連合や共産党とデリケートなバランスを取りながら党勢拡大を着実に進める枝野さんの手腕
に全幅の信頼をおいています。枝野さんの目指す、お互い様に支え合う優しい社会の実現のため
に微力を尽くす所存です。ただ執行部には、れいわ新選組とは組まない(山本太郎氏を信頼できま
せん)ことと、フラワーデモなどの特定の目的を強く持つ団体とは適度な距離を置くことをお願い
します。党のためにならないからです。

126

枝野はもう草の根を見ていない。見ているのは支持母体。結党当初街宣に足を運び「立憲民主党
はあなた（私）」だと心を熱くしたが、結局枝野は永田町の理論に戻った。共産党をバカにするのも
いい加減にして欲しい。立憲だけで何かを成し遂げることができると考えているなら相当なお花
畑。支持率考えろ。共産党をリスペクトし一緒に政権目指さないと本当に日本は死ぬ。私はこんな
だらしない党を応援するしかない事に心が折れている。

127
東京8区是非とも現職から議席を吉田はるみへ、を実現させてください。
現職の今だけ自分だけの根性が心の底から反吐が出ます。
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128

枝野の反共発言にはがっかりした。連合に縋り付くのは、おかしな支持団体の主張通りの政策を
行う自民党と同じになってしまう。
今、自民党を下野させるためには立憲しか選択肢が無いのでしっかりした理念を貫いてほしい。

129

共産党と協力しないと小選挙区で自公に勝てないのが現状と思います。既得権護持（例、原発）に
傾く労働組合の意向よりも、失うもののない？共産党の主張が旗幟鮮明で、持たざる人を惹きつ
けると思います。「古き良き日本(という幻想)を守る」というのが自民なので、立憲には多様性や
持続可能性など、自民がすくいあげられない層に届くアピールが必要で、そのためにも共産党と
協力して何が悪い？と開き直っていただきたい。

130 この危機的状況下で、なおも共産党を排除する、といったのは失望しました。

131

正直なところ、今は支援してません。国民民主党や連合と一緒になって第二の自民党を目指して
るようにしか見えないからです。
立党時は投票しましたが、以後は共産党に投票しています。自民党にもすり寄ってる連合に何で配
慮するのかわかりません。国民民主党と一緒に第二の自民党を目指すよりも、共産党と政策合意
して政権交代目指した方がよいと思います。

132

(アンケート回収のための切手添付、ご苦労様です)

とにかく政権交代を目指してほしいが、その姿勢・覚悟が見えないのが残念。さらにその器と見ら
れていないことも残念。安保法の時に野党で手を取り合った時には感動したが、いまでは共産党
とはやらないなどと言うのには心底がっかりしている。とりあえず自民党に代わる政党は立憲民
主党しかないと思うから応援はするが、共産党の協力なしには成し遂げられないと思っている。

133

次の衆院選挙は野党統一候補として臨むべきです。党のメンツは捨て、立憲の候補より、共産や国
民民主に最適な候補がいる選挙区では、その候補を立憲も全力で応援すべきです。むしろ、その
ような選挙区に立憲の幹部が応援して野党協力をアピールすべきです。反原発を明言しない連合
という組織には期待せず、むしろ反原発を大きく打ち出し、後で連合がそれを認めるようにすべき
です。焦らず今回は与党ギリギリ過半数で勝負は次です。

134

共産党との協力を拒むのは与党を利することでしかない。いまの保守政党は株高を喜ぶ富裕層し
か見ていない。大多数の労働者と商店などの街の事業者の立場に共に立つには、今は連合を切り
共産党と協力するしかない。

135

最近は連合がボトルネックになっている点が目立つように思う。政策的、実利的 (安住氏の言うリ
アルパワー) にも日本共産党と協力するのが最も良いと思う。しかし連合も共産党との確執、電力
関係の労組への配慮など難しい立ち位置であることも理解できる。枝野氏は絶妙なバランスを
保っているとも思う。野党共闘は強く希望するが、あまり急進的に進めるのもよくないので、もう
少々は我慢できる。玉木氏は黙って欲しい。

136
原発ゼロや改憲反対をきちんと党内で統一する。違うことをいう党員がいるのではブレブレ。共
産党と連携し共産党を内部から改革して欲しい。

137

政権交代を本気で目指すのであれば共産党との、連立を見据えた全面的な選挙協力に踏み切ら
なければならない。これがない限り、自民党にとって立憲民主党は取り込み可能な、広義の補完勢
力にとどまる。平たく言えば、本気のなさが見透かされてしまい、ただでさえ圧倒的優位に立って
いる自民党にさらに精神的優位に立たれてしまう。

138

連合とは距離を取り共産党との連帯をより一層深める事をアピールし、反自公としての受皿にな
りうる事を明確にすべき。
反緊縮への転換が中途半端。最低でもコロナ収束までは大規模な財政出動を約束し、コロナ後に
ついても社会保障の部分は維持し続ける事を約束すべき。

139

連合依存から脱却し主体的に政策を立案、宣言すべきです。その際、共産党とは政策的に共有で
きる部分を明確にして、連携すべきと考えます。今の立憲民主党は、共産党忌避の勢力の離反を
恐れて、結局、「情けない」政党に成り下がっていると評価しています。未来への責任を担うという
意気込みを、行動をもって示してほしいですね。

140

有象無象の旧国民民主党と合流することで重要政策はブレる、新党への国民の期待を幾度となく
裏切ってきた小沢一郎を抱え込む。どこに期待したら良いのか全くわからない、既視感を覚える
政党になってしまった。
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141

本当に必要な政策課題を実現するため、小異は捨て大同団結するべきです。
この機会を逃したら、立憲民主党が政権を取ることのできるチャンスは二度と無いと思います。

142

小選挙区で単独では議席を獲得できる実力は、現状、党にはない。他の党との共闘の道を模索す
るしかないと思います。
本田議員に問題は分派闘争なのか?そもそも、議員発言を改ざん（したとSNSではもっぱらです）
し、しかも産経にリークしたと噂されるのは、党の不信を招く事態です。

143
次期総選挙では、共産党との選挙協力をできるだけ多くの選挙区でしてほしい。連合を適度な距
離を取ってほしい。

144

連合・国民民主党とは手を切って、反原発・消費税引き下げ・高所得者・大企業への課税強化を行
うべき。消費税は逆進性が問題で、所得の低い層に負担が大きく圧し掛かる。廃止または税率引
き下げが必要。

145

立憲民主党にはとてもがっかりしています。

野党共闘の旗振り役としてもっとマスコミに露出し、共産・社民・れいわとの政策協議と候補者調
整を進めてもらいたいと思っています。

連合を意識して歯切れが悪いのだろうと想像してますが、連合のスタンスは自民党と変わらなく
なっており決別すべきと思います。

今度自公維がまた勝ったら日本は終わりです。今までにない危機感を持ってます。
是非共闘でお願いします。

146

｢連合｣との関係を再検討してほしい。共産党との連携，原発の廃止，消費税減税など立憲民主党
の支持者の多くが主張している重要政策に対して｢連合｣は反対し，それが立憲民主党の政策立案
に多大なる悪影響を与えているように見える。
現時点で，立憲民主党単独で総選挙を勝てる選挙区はほとんどなく，野党共闘が必須である。共
産党，れいわ新選組，社民党等との野党共闘こそが国を変えることができると思う。

147

　今すぐ、連立政権のシャドーキャビネットを立ち上げて、立憲民主党並びに協力野党のメンバー
で組閣を行い、小沢一郎の意見を十分に聴き、将来の政策を協議し明確にする。
　政権交代することを世間に知らしめ、わかりやすい政策を揚げて無党派層が投票に行く気を促
し、投票率を上げるように訴える。
　現在の野党の勢力を終結し野党の各党首は街頭に出て政策を訴える。
　例：消費税撤廃、国家組織改革や腐敗防止などの政策

148

今の自民党公明党や隠れ自民党の維新に日本を任せていると、もっと大企業、外食などとの腐敗
が続き、多くの国民が苦しめられていきます。なんとか地方公務員だけでなく、一般の自営業者や
中小企業、サラリーマンの市井の人々の幸せを担保するために、共産党とも組み、政権を奪取し、
秘密保護法などの人権を抑圧する法律を廃案にし、植民地状態にある日米地位協定なども廃案
にし、新の独立国家を打ち立ててください。

149

連合依存からの脱却を強く求めます。共産との連立無しに政権交代の実現は不可能なのが現状だ
と認識しております。共産無しではまともな組閣すら覚束ない現状を枝野には自覚して頂きたい。

150

党のバックボーンは絶対保持すること。その上で野党各党を縫合しまとめること。政権奪取には清
濁併せ呑むことも肝要。共産党とは組めない、原発は必要と謂う党もあるが（仮面を被った自民党
のようで自民党以上に嫌悪）それらをも糾合する力（能）がなければ政権は如幻夢。野党統一話に
なると直ぐこれを持出す党在り、是何とも嫌らしい。

151 反自公政権の主軸との自覚のもと、共産党を含む連合政権を目指して欲しい。

152

野党で連合し、連立を組んでください。共産党さんが一方的に候補者を下ろしたのを見て、本当に
安倍政権に危機感を抱いているし、国民のことを思っていると感じました。対して立憲さんはパ
ワーゲームをしているように感じます。野党第一党を笠に着て、他党へのリスペクトを欠いている
ようにみえます。人権や多様性を語る政党なら、相互に尊重し、他党とともに歩み、現実に『多様性
を受け入れ歩む姿』を見せてください。
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153

共産党との協力は打倒自民には絶対必要。立憲民主党は、大企業労働者＝既得権益者である組合
員のことしか考えていない連合に気を使いすぎだ。もっと国民目線で考えるべきだ。また、日本的
雇用制度の破壊も是非主張してほしい。終身雇用、年功序列、そして一方的な転勤命令など、明ら
かに時代にそぐなわい制度が多々存在しており、これらが家庭生活の維持や日本の成長の大きな
妨げになっている。

154

現状を変えるには一定の時間が必要だと思いますし、個人的に素晴らしい政治家の方も多いと
思っています。ただ最近存在感が出せていないなとも思います。連合を切るとそんなに危ういの
でしょうか？原発や弱者の側に立つという基本的な所でブレないでいて欲しいですし、協力でき
るところは共産党と協力していいと思います。あと安倍政権が壊した政治倫理の建て直しも期待
したいです。
下の選択肢の意味がわかりませんでした。

155 野党共闘をもっと進めるべきで、とくに共産党との連携は大切。

156

まずは政権奪取を第一義とするため、小さい政策の違いには目をつぶり、連立政権を目指すこと
を望みます。共産党がいまや一番まともな政策提言をしているので、共産党との連立は、国政でも
必須だと思います。

157
ここ埼玉8区の小選挙区の候補に名前が挙がっている人が弱くて話になりません。何とかして下
さい。無理ならと共産党と一本化でもいいです

158
対面難しい質問です。現在の自公政権を失脚させる事が目標とすれば、野党共闘は大前提だと思
います。国民民主は私は自民党だと思っているので。

159
政権交代も望むところだが、まともな国会運営をしてもらうには野党議席を増やすことも重要。審
議も不十分なまま強行採決は民主主義を破壊する。

160

個人的に、連合の顔色を見すぎているように感じる。確かに連合は組織票として重要とは思うが、
連合の意向（例えば、共産党とは距離を置くべきなど）を汲みすぎると無党派層が離れてしまうの
ではないか。立憲民主党の支持率が低いとすれば、労組の組織率が低下している連合にも責任が
あると思う。そのあたりを立憲側もきちんと伝え、連合は組織率を上げることを、立憲はより広範
な人びとの想いを汲み取る政策を断行してほしい。

161

自民党のでたらめぶりが過ぎ、「立憲民主」が前回選挙ではとても新鮮なスローガンでしたし、本
来日本に備わっているべき立憲民主のみを争点に次期選挙を戦うのは無理があると思います。立
憲民主主義を尊重する意思のある他政党と団結し、多くの国民の共通のニーズを満たす井手英策
氏のベーシックサービスや、地球危機を見据えた脱成長を前提とした政策、税の改革は社会保障
とセットでの提案を期待します。

162

1.小選挙区では与党批判層の取りまとめが重要なので、対抗軸を明確に出しつつ野党候補の一本
化を一層進めてほしい。打ち出す対抗軸は、理念というよりは有権者の生活に近く（経済・雇用政
策等）わかりやすいものが望ましい。
2.御用メディアによる「何でも反対、対案を出さない」というレッテル貼りに相当やられている感
がある。マスメディアへのアピール力・浸透力の向上を期待したい。

163

何が何でも政権をとる、自公の悪政を正すの一点で、共産党とも良い関係を取って欲しい。立党
時の恩人でもあるのでは？
連合も大切だか、各種市民団体との連携も大切にして欲しい。無党派が動かない限り、党勢の拡
大は難しい。
政権を取った場合、民主党の轍を踏まないように、官僚を尊重した運営を望む。
立憲に内部で汗をかける人材がいるのか心配。
立憲には海外要人とのパイプはあるのだろうか？

164

この頃は、共産党の言ってることは、とてもまともに感じます。選挙協力はもちろんですが、今後
の政策などでもどんどん協力してもらいたい。
枝野さんは、記者会見などで、つっけんどんな態度が見られ、損している。もちろん、与党のどの大
臣よりもマトモだと思うが、今まで選挙に行ってなかった人が、会見を見ても好感を持ちにくいと
思う。嫌な質問の時に、ケンカ口調になるのがダメ。もっと、余裕を持って対応してね！

165
もはや弱小政党となった「国民」になぜ遠慮するのか。もっと共産党との関係を深めてほしい。
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166

たとえ理念が完全一致しなくても日本共産党と連携して腐敗政権を打倒してほしい。

ひとりの発言がSNSですぐ拡がる時代であり、とくに人権にかかわる新しい概念や問題意識は知
らなかったでは済まされない。知識や意識をアップデートするよう議員教育を徹底してほしい。

枝野ビジョンで示されたように、農林業は防衛と同じ国土を守る公共性のある仕事。都会の若者
に夢を与える提案で若者の期待感と投票率をUPしてほしい

167

共産党員はたくさん知っています。しかし、本当に共産主義もしくは社会主義を目指している人に
出会ったことがありません。党幹部でも果たして原理主義的な人がどれくらいおられるのか？　電
力労連や自動車労連にひきずられてはいつまで経ってもドラスティックな展開は見込めないよう
に思われます。共産党とは選挙協力で一方的に利するだけでなく、自前の候補を下げて共産党の
候補を上げる位しなければ信頼関係が生まれません。

168

党立ち上げ時の勢いがないのは、受け皿になれると市民から思われていないから。
今のままだと、結局自民党と大きく違わないようになるのではと思う。
自浄作用の効かない党へ傾き始めているのでは？
共産党排除などともってのほか。
今立憲民主党が1番見習うべきは共産党だと思う。

169

この機会にぜひ政権についてください。
共産党とともに、ぜひ、現在の憲法と、少なくとも現在の人権を守ってください。
国会は年間通じて開催すべきです。
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1

原発を容認し反共主義に固執する連合は日本の労働者の利益を代表する組織とは言えない。立
憲民主党は連合に固執しなくても選挙をたたかえる。党組織、党支援組織を作ることを目指すべ
きだと考える。

2

都議選は充分頑張ったとの声もありますが、政権交代を目指す党としては都民ファーストに譲り
すぎたと思います。また支援者よりも連合の方を向いた発言が多く不満があります。オール野党
でまとまらないと自民公明には勝てないと思います。財源に関しては国債発行に頼りすぎず、な
るべく富裕層への増税や法人税のUPなどでまかなえないかと考えます。

3

庶民といわれるクラスの国民はコロナ感染症にかかることを恐れ、また経済的ダメージも深刻で
す。はっきりと自公政権の感染症対策は失敗。それではダメだと厳しく追求すべき検査を積極的
に進め感染者と接触をへらす対策もとるべきです。
連合はもはや労働組合連合というより労働貴族で市庁目線の政治は期待できません。連合の呪縛
から解放されましょう。

4

いつも同じ人ばかり質問していますが、もっと他の人にも質問して頂き斬新な意見を出して頂き
たい。反対ばかりでなく自民党が提案を下げざろを得ないような新提案を出して頂きたい。

5
連合の組織票を当てにしていたら浮動票はつかめない選挙に行かない人をどうやって取りくめる
のかが課題

6

経済的弱者を減らしてほしい。肩を持つお友達政治、聴く耳を知らない脅し政治、コロナの現状を
直視できない非学習政治など、世界常識を通用させて変えていってほしい。政策立案・行動時
に、”連合”が要らぬブレーキをかける存在に見えてしようがない。

7

連合とは距離を置き、普通の市民に向けた政策を訴えてほしい。まっとうな政治を掲げるのなら、
日本共産党、社会民主党との連立政権も辞さない覚悟で政権をとる姿勢を見せてほしい。

8
連合とは距離を置く事が良いと思う。選挙前、迷った発言は止めていただきたい。
セクション２の④はCに近いB

9

（別紙）(1)以前、枝野代表がネット番組（たかまつななさんの番組だったと思います）に出演したと
き、「民主党の時は期待値をあげすぎた。だから失敗した。今はあまり期待値を上げないようにし
ている」と発言していました。そのときは心底がっかりしました。そんなことでは政権はとれないと
思います。
(2)枝野代表は連合に対して気を遣いすぎている印象を免れません。このままでいくと、立憲民主
党は連合の下部組織のようなイメージをもたれると危惧します。とくに国民民主党との合流の後
にその傾向が強まっています。国民の中には連合に反感をもっている人も多いので、連合色が強
まりすぎると政権をとれないと思います。

10
連合。及び民主党とは手を切って、無党派、無関心層にフォーカスした、発言、行動をしてほしい。

11

立憲民主党の立ち上げにはとても感動しましたし、今でも枝野さんを応援しています。連合の顔色
をうかがわないといけない事情があるのかとは思いますが、政権交替を本気でやるためにはこの
ままでは難しいと思います。今の状況は悔しい。あらゆる手を使うべきだと思います。あと、わき
が甘いことが度々起こるのは何故なのか。しっかりしてほしい。すご腕の演出家、構成作家などの
力を借りてほしい。シンクタンクの力と共に。
セクション２の①　BとCの間
セクション２の③　とにかく全部とつながった方が良い！難しいことだとは思いますが。

12

連合との距離を置いて共産党を含めた共闘体制を作ることが是非必要。連合の組合員の中には
共産党と組むくらいなら自民党と組んだほうが良いという人が多い。旧総評系の組合でもそうい
う人がある。ましてや電気関係の組合は立憲支持より自民支持が多い。こっそりとしらべてみた方
がいい。連合は野党共闘に水をさす組織である（元々民社党系の人が多い）。こんなものを頼りに
するからいつまでたっても原発0が言えない。原発は発電単価が高く、環境汚染を10万年以上も
続ける最悪の発電装置である。これの廃止を言えない以上は支持率は頭打ちとなる。

13

・自民に対し、立ち位置を明確にし、政権担当能力をアピールするべき。
・旧民主党の失敗を統括する。これを行わないとイメージが変わらない。
・連合におもねって原発廃止を鈍らせない様にすべき。
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14

原発を抱える電力会社の組合である電気労連をバックにしている国民民主党や共産党嫌いの連
合にあまりにも気を使い過ぎて、ズバッとした政策を掲げられずにいる状態は国民受けしないと
思う。公明党、維新の会は完全に与党だし、国民民主党も与党化しています。このままで行けば、
昔の民主社会党と同じになります。だから、国民民主党や連合の反発を押さえながら、明確な独
自性を打出してほしいです。選挙での共産党との候補者調整はずっと続けて下さい。

15
自民、公明党と対抗し分かりやすい政策づくり、選挙体制づくりを郵政んさせるべきです。連合と
の協同も共産党を排除するのではなく政策づくりで譲合うできです。

16

連合野国民民主党は共産党を排除することを重視して本当に国民のためを思っているのか、総選
挙に勝つ気があるのか疑問です。連合野国民民主党に、気をつかいすぎず、一日も早く野党統一
候補を決めて総選挙に臨む体制を整えていただきたいと思います。野党が統一できれば勝つ可
能性は十分にあると思います。

17

貴会の主旨に賛同します。アンケートに関する党への意見としては特に原発へのスタンスとそれに
絡む連合への対応は歯がゆいものがあります。連合に対しては原発後の産業と雇用についてビ
ジョンを示し、原発関連労組に逆提案するなど労組側の不安に切り込む姿勢が必要と考えます。

18
連合を余り頼らずに大衆に分かりやすい党を目指すべきと思います。運動費はクラウドファンディ
ングで！

19
日本共産党を含む連立政権を樹立するために連合（経団連の下請け）と決別すべきと思う。各業
界団体・労連よりも無党派層を取り込む政党になってほしい。

20

原発を断ち切れない連合・国民民主党に配慮する余り共産党を連合から排除するのは愚かな選
択。玉木代表のいうとおり日本共産党の現在は天皇制・対中国との距離等昔の共産党とは違って
きている。種子法復活してほしい。

21 連合と縁を切る事です。

22

連合に気を使うより無党派層に、日本としても必要である主張をすべき。原発廃止、安部前首相の
嘘の追求。原点にもどり国民に寄り添え
がんばれ立憲、枝野ひよるな。

23
連合の顔色をうかがうのではなく、基本的な方針を貫いてください。党へのカンパの振込用紙を
送ってください。

24
政権を取る本気度を見せて欲しい。経済政策と外交について具体的なビジョンと知見が見たい。
連合も、経団連も、古すぎます。ITや新しい世界を見て欲しい。

25
①こんなアンケートを党がとってほしいですね。
②連合に選挙のパワーはありませんので、ドライな関係で良いと思います。

26

1.真に国民の立場に立ったきぜんとした対応、発言、政策を示してほしい。
2.エセ野党的国民民主党や連合等にふり回されず、自信を持って対応して欲しい。
3.国民の前にもっと姿を現わし、直接話しかけてほしい。その自信があれば連合等の票やカネに
振り回されず、活動できると思う。今はこの国の国難です。各々が政治を志した初心を想い出して
キゼンとした態度で政党活動してほしい。

27

・私は自慢することではありませんが、若干積極的に立憲の主張、議員さんの動き、発言を見聞き
しますので、枝野氏など頑張っていると思いますが娘など仕事、子育てに手一杯の人たちは「枝野
さんどうしたの？力なくなった」と申します。若い人たちをどう取り込むか本当に難しい。国会中
継を見て、紙読むのに精一杯の我国トップとカンペなしで理路整然と主張できる枝野氏を自分の
眼で確かめれば、それで十分なことが了解できるのですが仕事をしている人は国会を見られませ
ん。Youtubeとかあるのですが…
・あの連合に気がねして中途半端というのは何とかなりませんか？私は共産党の人の発言から多
くを学びます。

28

立党当時からは、ずいぶん違った党になったと思います。支援者の声よりも、連合、神津会長の声
の方が大きく響いているのではないですか。無党派層が有権者の半数を越えているのにその人た
ちの声を聞かずに政治をすすめられるのでしょうか。組織票を失なわないために自分たちのやり
たい政策をひっこめるのは、自民党となんら変わらないと思います。驚くような低い支持率はそれ
が原因ではないですか。
また、若手が台頭してこないのも気になります。テレビに出てくるのはいつも同じ人たち。40代の
議員にもっとチャンスを与えて、経験を積んでもらい、人材を育ててほしいと思います。
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29

①幹部を若手、女性中心とする
②立ち位置をはっきりとさせる(不正規雇用者等)
③連合にすり寄らない
今の立憲は議員政党になっている。魅力を感じない。

30

「連合」の支援を受けようと思うと、「原発」容認しなければならないのが腹立たしい所です。労働
組合が保守化していること、嘆かわしいです。それによって立憲民主党には足枷をはめられている
ようです。

31

枝野さんが連合にお伺いを立てているニュース映像を目にするたびに腹立たしい。その姿勢は自
公と同種と感じる。現在は共産党を応援している。山添拓さん、田村智子さんは本当に素晴らし
い。

32 連合と組める政党に期待するのが間違いだったと反省。

33

政党としての立ち位置・政策と連立のための合意は国民に説明したうえでならズレがあっても良
い。立党時の志を失わずに働く納税者が、税負担を納得できる政策の実現を目指してほしい。
セクション1-⑦　正看護師の賃金は改善されている。

34
連合に配慮しすぎです。今の連合は労働者の代表とは思えません。
共産党と協力しないと自公に勝てない現実を受け入れるべきです。

35

支持団体「連合」との関係を目指すかのような発言はやめてもらいたい。選挙の時だけポスター貼
り、ポスティング、遊説の場所取りで便利に利用している。敵にするならやってみればいい。

36 連合ってそんなに頼りになるのか？そろそろ見切りをつけてもどうか

37
クソの役にもたたない「連合」と手を切るべし
「保守本流、結構！今の自公政治とは違う、ボトムアップの政治を！

38 足カセ連合に頼らず独自の道を！

39

（別紙）おつかれさまです。まず、収支報告書に、私のような少額寄付者の名前まで、でているので
すね。初めて知りました。びっくりです。それはさておき…。党勢が、伸び悩んでいることに、私も
モヤモヤした思いです。一番のネックは、連合との関係だと思っています。連合の加盟組合の在り
方の違いにより、例えば原発の問題も、はっきりした姿勢を出せないままでいますし、連合と全労
連の歴史的関係性により、共産党との共闘もはっきり打ち出せないままです。私自身、労働運動に
もかかわっており、組合運動の重要性は十二分に認識しておりますが、一部のいわゆる「労働貴
族」の存在には、腹立たしい思いも持っております。連合内部にも、そうした人間が巣食っている
ように感じています。この際、党は”ナショナルセンター”連合との関係を整理するのも一つの道だ
と思います。例えば「つながる本部」内に「労働組合部」を設け、組合ごとに連携を深めるのも、遠
回りではありますが、党の政策を鮮明化する道ではないかと思います。第二に人事です。マスコミ
に登場するのは失礼ながら古い顔ばかり。安住さんも辻本さんも蓮舫さんも、私は嫌いではあり
ませんが、一般の国民から見たら、新鮮さがありません。旧民主党政権を失敗させた面々ばかりが
マスコミで目立っています。（そういうマスコミに報道姿勢にも問題ありですが…）党にも、小川淳
也さんのような優秀な中堅が控えています。若手～中堅を党の要職に登用するなり、あるいは、ネ
クストキャビネットを創設して登用するなり、新しいイメージを人事で作っていくのは、重要な課題
だと思います。がんばれ立憲民主党さんの活動にも期待します。

40 原発の廃止を明確に打ち出す。（労組に遠慮しない）

41

立憲民主党には以前カンパしたこともありますが、連合の神津氏が毎回口出しして枝野さんが言
いなりになっているのを見るにつけ、もう失望したくないので何も期待しないようになりました。
カンパするなら日本共産党にします。国会を見れば日本共産党の議員がどれだけ有能かは明らか
なのに、神津の言いなりで玉木なんかと手を組むのですか？またどうせ裏切られるとわかってい
るのに？枝野さんではなく小川さんか原口さんの立憲ならカンパしたいと思います。

42
「連合」という（クソ）爺が9割の組織とおさらばしてください。連合は労働者のための組織とは思
えません。

43 連合との関係の見直し、連合に頼らない政治活動を期待する。

44 大企業民間労組に配慮した中途半端な立ち位置をとらないで欲しい。
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45
国民民主・連合にひきずられるべきではない。希望の党から排除されて立憲ができている。共産
党との協力を明確にし、自公に勝利すべき。

46 連合頼みをやめ、真の市民政党になって欲しい。

47 連合との関係を断ち切るべし

48

現在の国民の血税をどのように無駄遣いしているかを具体的数字やグラフ化して一般の人々に
教えてあげてくださいっス。100％安全と言われた原発で事故を起こし、放射能をまき散らした
東京電力の責任を追及して欲しい。電力労連にかまう必要はありません。

49

連合が敵になっている。労働組合の原点に戻るべき。連立政権の前に選挙に勝つことが大切。自
公維より数で上回ることが大切。小池氏に無茶苦茶にされて立ち直っていない。最初立憲民主に
期待してお金を払いましたが期待外れでその後払っていません。

50
枝野氏以外のリーダーに率いていただきたいです。応援しようと思いましたが、魅力を感じなくな
りました。連合寄りで国民を見ていないと思います。

51
連合との関係はよく検討されたい。連合に引っ張られることなく、市民政党的な形を望みます。理
想とは思いますが。

52 連合野国民民主党に忖度せずにより市民の側に立ってほしい。

53

・自公政権への批判は大きいが、その受け皿になっていないのはなぜなのか、もっと考えて欲し
い。
・政権党や保守勢力は、反対勢力をつぶすためアラさがしを必死でしてくると思うので、各議員・
立候補者は人権意識をしっかり持ち、うしろめたい行動・行為のないように（みっともなく恥ずか
しい人たちがいましたね）
・いつまでも企業利益を代弁している組合組織にたよらず、筋を通して欲しい。良識ある批判票を
逃しています。
・地域の議員（県議会・市町村議会）と住民との関係が選挙の時だけにならないように。地域に顔
が見えない

54

連合の組合員は自民党の支持者が多い、連合に対しては気にすることない。今は連立政権のこと
など考える必要はない。まずは選挙協力で与野党伯仲にすればよい。自民党の方が維新、国民民
主党と連立するだろう。一般国民にしっかり話していくことが必要。

55

現在の「連合」を見切って下さい。リベラル保守の立場から理念・理想・理想を語るとともに、市民
個人の生活を守る（支える）政策を一般市民に向けて訴えていただきたいです。目先にとらわれな
いで！

56
・連合依存から脱却しないとだめ。むしろ連合に改革を求めてほしい。特に脱原発。
・明確な企業政策が必要。公正なルールの順守と産業構造の転換。

57 市町単位の組織作りが必要。混合、特に連合東京は信頼できない！

58
連合の票を大事と思ってる間は無理←政権交替
いつまでも古い顔を前面に出さず新鮮なトップで勝負せよ。

59

今の立憲民主党は連合との関係が足かせになっていると感じます。結局、そういうしがらみの中
で、結党当初の国民目線を失っているのではないかと思います。国民の為でなく、最近は政治的
な動きが目につくのでやや信頼を失いつつあります。部分的に納得のできない決定（行動）があり
ます。

60

連合というブルジョア組合組織の距離を置く事。
しがらみ、こだわり、ならわしを行わない。保守系の古い議員の退職70歳停年制度の実施
党の意見に従わない議員は排除する意見がある以上立憲はダメな政党です。
広くうつわの大きい政党であることを望む

61
社民連の時代から支持してきましたが、今や共産党の主張の方により共感できます。連合はもは
や経団連と同じこんな組織に頼っていると自滅しますよ！

62

・連合に足を引っ張られているようだが原発以外にどのような齟齬があるのか
・枝野ビジョン拝読。わかり易く国民の幸福を考えてとても良いと思う
・国民の生活を良くする方向へ持っていけば支持を得られるのではないか
・非正規雇用をなくすシナリオを国民に示す
・しかし民主党時代に非正規雇用を進めた記憶がある
・オリパラコロナでMMTをせざるを得なくなるのではないか立民の考えは？

63

枝野が連合に気づかいするたびに、立憲民主への期待はしぼんでゆく。政権批判が高まっても立
憲民主党への支持が広がらないのは当然。連合右派は維新、小池、自公といずれは手を結ぶ。立
憲民主党は支持率が下がった挙句に捨てられるだろう。
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64
2017年立党時から応援しています。どこへでもいい顔をするのではなく原則を貫くわかりやす
い政党になってほしい。例えば連合とは距離を置く。

65

私は和歌山の田舎に居住していますので（二階幹事長の選挙区）自民党の党員ですが民主党が政
権をとって以来自民に入れていないので連合を大事と思わないで共産党と連立してほしいと思
います。

66

連合の言うことを聞かず共産、れいわ、社民党と組んでください。街頭に枝野さん志位さん山本太
郎さん福島みずほさんが並んで演説されたら、絶大なインパクトを有権者に与えることでしょう。
広報の方法は共産党に学ぶとよいでしょう。今は最大のチャンスです。

67
・原発、安保法案等の廃止は基本政策のはず、再度、明確にしてほしい。
・弱体化した連合ではなくて、足腰のしっかりした共産党との協力こそ政権への道

68
連合の支援を得るためとはいえ、共産党排除では今後永遠に事項自公に勝つことはできない。

69 立憲の政権獲得に向け、「連合」を過大評価するな！また、国民民主は信用できない！

70
連合と一線を画して組合政党ではないことをアピール。各県1名でもアピール力のある若手・女性
候補を擁立 公平・公正・正義の政党であることを訴える

71

2017年結党時雨ばかり降る街宣に家族を動員して駆けつけました。傘をさしてエダノンと呼び
ながら応援していた人達の目には涙さえあったのです。何かが変わってしまったね！当時立憲応
援派だった友達たちも皆言っています。だいぶ前にれいわのボランティアにも参加しましたが何
割かがもと立憲で不満だらけでした。今回のこのアンケートに〇をつけながら少しスッキリ、この
ような声が反映される立憲ならもっと素直に応援出来ます。
連合の顔色ばかりみるのはやめてほしいと思っています。とにかく早く政権交代してください。

72

まずは自公政権より議席を1つでも多くすることに力を注いでほしい。私は現在は立憲民主党を
支持していますが連合政権に共産党を入れないとは大反対です。共産党は全面的に同調できない
からずっとまともなことを言っているのは共産党です。私はここ10年くらいでそう思っています。

73
共産党排除するとした連合に配慮した発言は野党共鳴は実現できない、枝野代表は視野が狭い
（私は共産党員ではありませんが）

74

本多議員の処分についてツイッター上で沢山の方が問題視しています。セクシャルハラスメントと
言うのは非常に大事な問題なので党内で広く（女性議員の意見も重要）議論すべきだと思います。
支持率がなかなか上がらない理由の一つに組織運営に透明さに欠けている部分があるのではな
いかと思います。他にも連合との関係を重視しすぎていることで今の与党の不満を持っている人
達の票が取り込めていないのを残念に思います。
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75

セクション3:立憲民主党に対してご意見がありましたら、下の空欄を使ってご自由にお書きくださ
い。
「枝野ヴィジョン』を読んだが、「保守」の捉え方があまりにも枝野氏独特で、正直言って、絶句して
しまった。私は、日本の歴史も勉強したが、だからと言って、自分が「保守」の思想を持っていると
は、まったく考えていないが、枝野氏の論はあまりに我田引水的で、おそらく、その筋の専門家か
らは異論が噴出する内容と思う。近代以前の日本を美化する習慣は私には無い.
枝野氏の論考は、保守、というよりむしろ、「復古調」ともいうべきものだろう。さらには、この「枝
野ヴィジョン』について、連合の神津氏が、「わが意をえたり」と言っているのを見て、おそらく、共
産党排除の匂いを嗅ぎつけたのではないか、私は空いた口が塞がらなかった。
私的には、枝野さんには、丸山真男であるとか、吉本隆明を読むことをお勧めしたい。余談だが、
吉川沙織さんは、丸山真男の思想に精通しておられるようで、大変信頼している。国会閉会前、6
月16日の議員運営委員長解任決議案の質疑も大変秀逸で、本当に関心した。また、志位和夫さん
が、2021/07/11に、内田樹さんのtweetを引用して、「わが意を得たりです。」とtweetしてい
るのを見て、志位さんは神津さんの真似をしているのだな、と感じた。東西冷戦構造の時代が終
わって久しいのであるから、日本の国会議員もそろそろ共産党を排除、差別するステレオタイプな
対応はやめて、単なる選挙協力のみに限らない真の「
闘」が深化する事を望む。
長くなるので詳細は割愛するが、原口一博さんの機能的財政論を元に、自公による長きに渡って
続いてきた日本の緊縮政策に早々の終止符が打たれることを望む。また、亀井亜紀子さんの新自
由主義批判も本当に秀逸で、亀井さんの質疑にはいつも溜飲が下がる。立憲民主党には、さまざ
ま優秀で心ある議員の方もたくさん在籍しておられると思う。そうした方々が風通しのよい執行
部の下で、それぞれの能力が充分に発揮されることを、切に希望する。
他にも様々思うところはあるが、長くなるので、この辺で筆を置くこととする。

76

（新聞切り抜き添付）若者の有権者への政策のご参考にどうぞ。
別紙
この度は、このようなアンケートの機会を下さり、ありがとうございます。私は、皆様とおなじよう
に、立憲民主党の立ち上げ当初より、応援しています。特に2017年の衆議院選挙前の、有楽町街
頭での枝野さんの演説は今でも忘れていません。民進党分裂や希望の党などの暴風雨のなか、つ
いに心から、投票用紙に書ける政党が誕生したことを心なら喜びました。結党間もない、人手もな
い、生まれたての政党の為に、ボスター貼り等の手伝いをしようと素直に思いました。まっとうな
政治・右でも左でもなく、前へ!・上ならではなく草の根ならのボトムアップ!あなたの力が必要で
す!自民党的な政治スタンスとは正反対の立場のキャッチフレーズは、とても良かったです。
ですから、立憲民主党の活動を否定する気持ちはありませんが、、最近の活動や発言、考えの方向
性など、やや、疑問に思い、不安な気持ちでおりました。しかしながら、今回、がんばれ立憲民主党
の会の発起人の御三方のご意見を同うことができ、まったく同じ方向であることに、大変嬉しく、
心躍る思いになりました。役に立たないなもしれませんが、アンケート用紙にも、回答理由や意見
も添えさせていただきました。あわせて、ご参照ください。
皆々の、後のこ活躍を期待しております。
追伸
わたしの政治への願いを記させていただきます。
私は、毎日、混雑した電車などでの通勤している普通の人々を精神的に金銭的に豊かにすること
が政の役割の一つだと思います。財布の中を暑くすれは、外食に出掛けるなもしれませんし、外食
時にもう一皿追加するかもしれませんし、財布の中を厚くすれは、買い控えしている人への、消費
意欲の背中を押せるなもしれません。低所得者層や中間層の財布を厚くすることが、景気を支え
る一つになるなもしれません。
立憲民主党さん
あなにの力が必要ですというキャッチフレーズのように、もっとその"あなた"を頼ってください。
連合などに頼らずに、もっと我々市民を預ってはしいと思います。釈迦に説法かもしれませんが、
いかに、みんなに、投票用紙に「立憲民主党」と書いてもらえるかを熟考をお願いいします。

77
労組は死に体。話半分に聞いておいて、応援するところはしてもらって、でももう引きずられる必
要はない。そう思いますね。国民は、だから国民民主を見切っているわけです。
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78

今後、総選挙に向けて与党はマスコミを巻き込んでなり振り構わない攻勢に出てくるものと思い
ます。その１つが、”共産党アレルギー”を悪用したものであることも明らかであるところ、連合の姿
勢は戦う前に後ろから鉄砲を撃っているようなもので容認できません。数年前の希望の党騒動と
いい、徒に利敵行為を繰り返すことで誰が得するのか、猛省して貰いたいと思います。大体、自民
党と公明党だって立派な「野合」ではないですか。

79
力の失くなった連合に対し、余り気を遣わなくていいと思う。
立憲民主党の立位置が曖昧になってしまいます。

80

まず働く市民のための政党であって欲しい。連合は2割の組織率、無党派と重なるその他の労働
者及び労働現場の実情と課題を調査し具体的な要求と中長期の構造改革を構想して欲しい。その
事は地方組織の構築と重なる事になると思うが、市民との連携のあり方についても
もっと考えて欲しい。

81 大同小異　共通の敵と対処するのに，細かい違いに拘らない事

82
連合が共産党との連立政権に反対ならば連合の支援をあてにしない体制を早く構築したほうが
良いと思います。

83

私は連合や共産党とデリケートなバランスを取りながら党勢拡大を着実に進める枝野さんの手腕
に全幅の信頼をおいています。枝野さんの目指す、お互い様に支え合う優しい社会の実現のため
に微力を尽くす所存です。ただ執行部には、れいわ新選組とは組まない(山本太郎氏を信頼できま
せん)ことと、フラワーデモなどの特定の目的を強く持つ団体とは適度な距離を置くことをお願い
します。党のためにならないからです。

84

枝野の反共発言にはがっかりした。連合に縋り付くのは、おかしな支持団体の主張通りの政策を
行う自民党と同じになってしまう。
今、自民党を下野させるためには立憲しか選択肢が無いのでしっかりした理念を貫いてほしい。

85

正直なところ、今は支援してません。国民民主党や連合と一緒になって第二の自民党を目指して
るようにしか見えないからです。
立党時は投票しましたが、以後は共産党に投票しています。自民党にもすり寄ってる連合に何で配
慮するのかわかりません。国民民主党と一緒に第二の自民党を目指すよりも、共産党と政策合意
して政権交代目指した方がよいと思います。

86

１）外交は、将来的にCを目指しながらのB
２）連合の支持を得るための妥協は止め、若者や弱者の為の政策を中心に法制化を頑張って欲し
い。
３）科学立国を目指し、大幅に教育・大学・研究所・人材に投資すべき。

87

以下、箇条書きいたします。
１．まずは連合と手を切ること。経団連の労務部門である連合と手を組んでいるから真の市民政党
になれない。
２．国民民主党と手を切ること。同党は小池都知事国政復帰の際の受け皿です。
３．新型コロナは2020年2月17日に厚労省が発表通りコロナウィルスによる風邪症候群。新型コ
ロナは2009年の新型インフルエンザと同じ対応をすればよかった。日本の現状は自公政権の失
政です。
公立学校の教職員に対する給特法を即刻廃止する。

88

次の衆院選挙は野党統一候補として臨むべきです。党のメンツは捨て、立憲の候補より、共産や国
民民主に最適な候補がいる選挙区では、その候補を立憲も全力で応援すべきです。むしろ、その
ような選挙区に立憲の幹部が応援して野党協力をアピールすべきです。反原発を明言しない連合
という組織には期待せず、むしろ反原発を大きく打ち出し、後で連合がそれを認めるようにすべき
です。焦らず今回は与党ギリギリ過半数で勝負は次です。

89

共産党との協力を拒むのは与党を利することでしかない。いまの保守政党は株高を喜ぶ富裕層し
か見ていない。大多数の労働者と商店などの街の事業者の立場に共に立つには、今は連合を切り
共産党と協力するしかない。

90

連合との関係もあるのか、歯切れの悪いことばが多く、メッセージがあいまいです。もちろん、メ
ディアの報道の仕方もあるとは思いますが、TwitterなどSNSを通じての情報発信もわずかで
す。このままでは自民党の受け皿として、維新など勇ましいことばを使いながらも中身のない政党
が躍進する危険性を感じています。結成当初の立憲の健全で明確なことばを期待しています。
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91

最近は連合がボトルネックになっている点が目立つように思う。政策的、実利的 (安住氏の言うリ
アルパワー) にも日本共産党と協力するのが最も良いと思う。しかし連合も共産党との確執、電力
関係の労組への配慮など難しい立ち位置であることも理解できる。枝野氏は絶妙なバランスを
保っているとも思う。野党共闘は強く希望するが、あまり急進的に進めるのもよくないので、もう
少々は我慢できる。玉木氏は黙って欲しい。

92

連合とは距離を取り共産党との連帯をより一層深める事をアピールし、反自公としての受皿にな
りうる事を明確にすべき。
反緊縮への転換が中途半端。最低でもコロナ収束までは大規模な財政出動を約束し、コロナ後に
ついても社会保障の部分は維持し続ける事を約束すべき。

93

労働貴族である連合と手を切らない限り庶民の味方にはなれず、自民党の補完勢力としか思えま
せん。
地方の首長選で自民党と相乗りするなんてあり得ません!　本当にガッカリします。
自民党のせいで日本は崖っぷちです。今秋の選挙は復活できるかどうかの最後のチャンスです。
国民の命と生活を守り、日本の復興のために、イデオロギー論議は抜きに、とにかく反自民で結集
してください！

94

連合依存から脱却し主体的に政策を立案、宣言すべきです。その際、共産党とは政策的に共有で
きる部分を明確にして、連携すべきと考えます。今の立憲民主党は、共産党忌避の勢力の離反を
恐れて、結局、「情けない」政党に成り下がっていると評価しています。未来への責任を担うという
意気込みを、行動をもって示してほしいですね。

95

枝野代表のままでは政権奪取に結びつかないと思う。経験豊富な代表、もしくはカリスマ性の高
い代表のもとに団結し、政権奪取を第一の党是として選挙で勝つ策略を立てるべきである。場合
によっては、連合との関係を見直すべきではないか。労働組合はもはや一つの利権団体にしか過
ぎない。日本の将来を展望して組合活動を行なっているとは思えない。

96

自公政権がいかに国民のことを考えずに自分たちの利益を第一に考え政治を行ってきたのかを
さらに追及し明らかにしてほしい。
連合の支持を受けようとするがために政策がぶれているような印象があるので、国民一人一人か
ら支持される政策を打ち出してぶれずに遂行してほしい。
SNSでの発信については言葉を慎重に選んで、場合によってはその発信が本当に必要かを熟慮
してから発信をしてほしい。

97 歯切れが悪い。何事どっちつかずの態度。連合に配慮し過ぎ。地方選挙に候補者擁立を。

98
連合の意向を重視し過ぎて原発政策や消費税減税に後ろ向きで、前　民主党と全く同じ轍を踏む
可能性があって危惧しております。

99

連合・国民民主党とは手を切って、反原発・消費税引き下げ・高所得者・大企業への課税強化を行
うべき。消費税は逆進性が問題で、所得の低い層に負担が大きく圧し掛かる。廃止または税率引
き下げが必要。

100
結党時は大いに期待しましたが、その後、信頼感は、共産党にうつっています。連合の顔色をみる
のはもうやめるじきではないでしょうか。

101

立憲民主党にはとてもがっかりしています。

野党共闘の旗振り役としてもっとマスコミに露出し、共産・社民・れいわとの政策協議と候補者調
整を進めてもらいたいと思っています。

連合を意識して歯切れが悪いのだろうと想像してますが、連合のスタンスは自民党と変わらなく
なっており決別すべきと思います。

今度自公維がまた勝ったら日本は終わりです。今までにない危機感を持ってます。
是非共闘でお願いします。

102

｢連合｣との関係を再検討してほしい。共産党との連携，原発の廃止，消費税減税など立憲民主党
の支持者の多くが主張している重要政策に対して｢連合｣は反対し，それが立憲民主党の政策立案
に多大なる悪影響を与えているように見える。
現時点で，立憲民主党単独で総選挙を勝てる選挙区はほとんどなく，野党共闘が必須である。共
産党，れいわ新選組，社民党等との野党共闘こそが国を変えることができると思う。
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103

連合の顔色を伺った政策決定はやめてほしい。法人税や所得税軽減の穴埋めのための消費税は
廃止して下さい。野党第一党としての顔が全く見えない。もっと積極的に他野党と協議し野党勢
力をまとめ上げてほしい。当初、立憲民主党に凄く期待しましたが、がっかりする事が多く、現状さ
めた目で見ています。今回のアンケート内容を旗印にし次期衆議院議員選挙を戦うのであれば、
野党連合はもちろん立憲民主党も大いに支持したい。

104

連合依存からの脱却を強く求めます。共産との連立無しに政権交代の実現は不可能なのが現状だ
と認識しております。共産無しではまともな組閣すら覚束ない現状を枝野には自覚して頂きたい。

105

今日は最初の方針を大きく転換し巨大な党、連合のバックアップを受ける形となりました。懸念は
市民より連合の意思を組もうとする姿が見えることです。自民党と経団連のような関係はお断り
です。
また日頃からヨロンを賑わすような消費減税、地方選挙の推薦の形など全国の有権者が見守るこ
とに対し細やかに態度を説明して頂きたいと思っております。立派な綱領とは別に行動で腑に落
ちないことが多いと有権者は離れていきます。

106

連合本部の不甲斐なさにつられるように強気の姿勢が見られない。ガッカリ！
地元の枝野さんを支援してきたが止めました。
今は共産党が一番まともだと思う。

107

共産党との協力は打倒自民には絶対必要。立憲民主党は、大企業労働者＝既得権益者である組合
員のことしか考えていない連合に気を使いすぎだ。もっと国民目線で考えるべきだ。また、日本的
雇用制度の破壊も是非主張してほしい。終身雇用、年功序列、そして一方的な転勤命令など、明ら
かに時代にそぐなわい制度が多々存在しており、これらが家庭生活の維持や日本の成長の大きな
妨げになっている。

108 大阪での自治労頼みは価値感のズレが大きい。しかも自治労の力の低下を認識していない。

109

現状を変えるには一定の時間が必要だと思いますし、個人的に素晴らしい政治家の方も多いと
思っています。ただ最近存在感が出せていないなとも思います。連合を切るとそんなに危ういの
でしょうか？原発や弱者の側に立つという基本的な所でブレないでいて欲しいですし、協力でき
るところは共産党と協力していいと思います。あと安倍政権が壊した政治倫理の建て直しも期待
したいです。
下の選択肢の意味がわかりませんでした。

110 立て枝野！の初心に戻り、労組の数をあてにせず活動してほしい。

111

個人的に、連合の顔色を見すぎているように感じる。確かに連合は組織票として重要とは思うが、
連合の意向（例えば、共産党とは距離を置くべきなど）を汲みすぎると無党派層が離れてしまうの
ではないか。立憲民主党の支持率が低いとすれば、労組の組織率が低下している連合にも責任が
あると思う。そのあたりを立憲側もきちんと伝え、連合は組織率を上げることを、立憲はより広範
な人びとの想いを汲み取る政策を断行してほしい。

112

無党派層の受け皿になるためには与党との違いを鮮明に打ち出すべきだ。例えば脱原発の旗幟
を明らかにするためには連合の全電力系が足枷になっている。連合への依存から離れ、
真に受け皿となりうる草の根活動的な下部組織を構築すべきである。

113

(1) 科学的な根拠を持った政策立案・運営をお願いしたい。(在野の情報発信に熱心な医師集団
を取り込んだ活動など) この期に及んで、PCR検査の拡充を主張していることに幻滅している。
(2) 連合と縁を切る道を模索して欲しい。党の責任者らが、連合からの支援を受けざるを得ない
と考えていることが、現在の政策立案に足かせになっていると考える。むしろ、連合から離れたほ
うが、多くの支援者を引きつけると考える。

114
連合とは協力関係に留め、一定の距離を保つべきと思います。連合は全てにおいて一枚岩とは言
えない。特に原発問題では、単組で完全に対立関係となる。

115

共産党員はたくさん知っています。しかし、本当に共産主義もしくは社会主義を目指している人に
出会ったことがありません。党幹部でも果たして原理主義的な人がどれくらいおられるのか？　電
力労連や自動車労連にひきずられてはいつまで経ってもドラスティックな展開は見込めないよう
に思われます。共産党とは選挙協力で一方的に利するだけでなく、自前の候補を下げて共産党の
候補を上げる位しなければ信頼関係が生まれません。

116 連合との関係を明確にしてほしい。
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連合との距離間

117

マスメデアを通しての発信力が弱いと思う。SNSももっと活用すべき。
連合は大切なパートナーかもしれないが、今の労組はどんどん組織力を落としているのでは？  
労働貴族（？）に気を使いすぎて、底辺の無党派層を取り込めていないように見える。
非正規雇用者がどんどん増えている現状からして、連合との付き合い方を見直すべき。
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旧民主党政権の総括

1

民主党政権の惨憺たる結果は総括されたのでしょうか？あの失敗こそアベスガ暗黒政権を生んだ
という認識があるでしょうか？あの失敗を真摯に反省していればこんなアンケートなど無用と思
えるのですが。

2

・自民に対し、立ち位置を明確にし、政権担当能力をアピールするべき。
・旧民主党の失敗を統括する。これを行わないとイメージが変わらない。
・連合におもねって原発廃止を鈍らせない様にすべき。

3

旧民主党政権の反省と総括は出きてるのか？内部的にきちんとできてなければまた失敗する。す
べてを発表する事はない。共産党も連立政権に加えることで、共産党も現実的な発言をするはず
だ。昔の村山政権のようにね。政府の不正、不公平をなくすためにも共産党の力は必要だ。

4

党ができた時、まだ枝野さんにSPもついていなかった時から応援していますが今のままでは勝て
ません。残念ながら「まだ」枝野さんに総理をさせる(=第１党にする)ことに国民はためらっていま
す。ここは細川さんや村山さんのような人をかついで、一回政権を取り返して、財務相や外相など
で汗をかいてからの総理ということを考えてください。身を捨ててこそ、の例えもあります。NZの
ような女性でも、若い人でもいいし、どっしりした人でもいい。そうすれば枝野さんの番はきっと
回ってきます。でも今のままではやはり福島第一のときの総括ができていないし、ダメなままだと
思います。

5

今回のオリンピック強行によって、国政が等しく国民に対して成されていないことが明々白々と
なった。すなわち、一部企業と自民党の為にある国政である。また外交力の強化は必須である。こ
のままでは日本の将来は中国ナチスに食いつくされる。政官のノーマルチェレジ。前職で政府が企
業の癒着がよくわかった。更に日本の未来を見つめた抜本構造改革が必須だ。前回の政権交代時
は民主がひどすぎた。その信頼回復からだから腹をくくれ。

6

民主党政権時代の総括が出来ているのか。一般国民に対して公表しているのか、が立憲民主党に
対する質問です。民主党政権の政策の何が良くて悪かったのか。その上でどうしようとしているの
かを明らかにしてほしい。

7
立憲は以前公務員を減らし人件費削減と言っていました。その結果害虫となり派遣業が栄え、
人々は非正規社員で賃金低下を招いたと思う。人材派遣業の規制をしてほしい。

8

古き良き時代の社民党を見ているようです。国民との約束（マニフェスト）を守れなった民主党時
代のツケはあなた方が考えているよりはるかに傷が深いことを執行部は認識するべきです！

9

・連合に足を引っ張られているようだが原発以外にどのような齟齬があるのか
・枝野ビジョン拝読。わかり易く国民の幸福を考えてとても良いと思う
・国民の生活を良くする方向へ持っていけば支持を得られるのではないか
・非正規雇用をなくすシナリオを国民に示す
・しかし民主党時代に非正規雇用を進めた記憶がある
・オリパラコロナでMMTをせざるを得なくなるのではないか立民の考えは？

10 旧民主党時代に民主党を壊してしまった方々はすべて排除してほしい。

11

現与党による自公政権を攻撃することで世論に訴える手法を得意とする幹部の国会議員の露出
には辟易している。「茶の間の正義」でなんとなく集まってくる支持層にこだわる必要はさらさら
ないと思っている。もう一点旧民主党の政権経験者が過去の経験実績を持ち出して、現与党に対
抗する論戦も得策とは思えない。アンケートにも書いたが、課題(私の最大の関心事は感染・経済
対策の為の財政出動とエネルギー庁の設立の2項目）絞り全党で統一して世論に訴えかける方針
を打ち出してほしい。
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旧民主党政権の総括

12

セクション3
記入欄が狭いことで別に書く。迷惑と思うし果たしてこれを立憲民主党の役員に提示して効果は
ないよ。
・党にはホームページを利用して、何度かメールしているが、党首選任に問題はないのか?。現在
はやりたい人を選任しているが、果たして?やってもらいたい人はいないのか。現党首は、国民民
主の党首と同じで、自分が党首でいたい人です。党を作った意識が強いみたいで党首でいたい人
みたいだが、今までの実績でふさわしいだろうか。有権者の意識をくみ取り、反映しているだろう
か。民主党時代、初代党首の功労人事、菅政権の目立ちたがり政権、野田政権の投げ捨て政権。野
田政権が今の立憲に対する国民のあきらめを作った最大に罪を作った。ところが、場山以外、自分
の失政の反省もせず、相変わらず議員として、高給をとっている。それは自民も同じ。自民は議員
の定年制を党内で決めているにも関わらず、長老議員は従わず、日本をダメにしている。世界の
政治は保守化というか、右傾化が顕著になっている。稀有する兆候。
・立憲民主党や野党の現況は国会で何をしているか。昨今の自民・安倍総理及び菅官房長官の国
民を裏切る犯罪。及び官僚を人事権もって従わせる。政権に近い人の犯罪や、自身の犯罪を不問
にするための警察庁、検察庁、裁判所の人事の操作。それら国民は皆知っている犯罪なのに、与
党・野党問わず、追求できない。以前なら、自民の中にも現在の派閥と違う形のカの均衡した派閥
があり、自浄作用があったが、今の派閥には全く無い。韓国・文政権と同じことをしている。安倍政
権は能力はないのだが、それを本人は知らないで、岸、佐藤の49光で勘違いしている。確かには
ぐらかし能力、ごまかし能力は、嘘八百方言能力は誰にもまねできない。菅総理も同様である。嘘
ばかりです。自分のしてきた悪を、表では知らないふり。厚顔無恥。それでも、安倍再登場を画策
する、自民と議員がいるとか。考えられない日本の恥だ。世界に知られたくない。
・広島県選出の河合議員問題。1億五千万円の半分は安倍総理に還流している問題。政権に近い
電通独り勝ち問題。パソナの問題。
・国会での政権や政策をただす能力がないのではないか。昔の政治家は、問題を追及する能力が
あった。取材力もあり、今のように週刊誌や新聞記事を材料に政権を追求ばかりでなかった。そん
なことは記事を読めば国民はわかること。それをどうするのか。どうさせるのか。それがこれから
の政治家として追及していく仕事。それをすべて嘘やはぐらかせることで、逃げられる。
・派遣労働制度は、絶対やめるべき。企業や雇う側は得するが、働く者の権利がまるでない。同じ
仕事や、同じ資格を取らないと、働けないのに、正規と派遣で、天と地の差が生涯うまれる。
・過疎化対策、少子高齢化対策、東京一極集中に対する、対策がない。高齢化対策は、日本だけの
問題でないことから、日本がどのような対策をこうじるのか欧州の国も参考にしようとしたが、参
考にならなかった。なにもしないから。先進国はみな、高齢化社会問題に悩んでいるが、有効な対
策を打てないでいる。ヨーロッパも韓国もアメリカも。もちろん中国も一人っ子政策の影響で深刻
らし

13

まず前回民主党で政権を取った時の総括が出来ていない。
ただ、表に出さなくても、実際に政権の中枢にいたのならば具体的に何が悪かったのかはわかっ
ていると思うので、その経験を元に、現実的な案で今の与党とは違う政策を出してほしい。
また個人的に一番やってほしいのは小選挙区制ではなく、中選挙区制の方が日本人の考え方には
合っていると思うので、その選挙改革を進めてほしい。

14

現在支持率が低迷しているのは政策が悪いからではないと思われます。言っていることが信用さ
れていないからです。と前民主党政権時に多くの公約について、十分に達成することができな
かった、反故にされたことで、有権者が信用ならないと考えるようになった、ということではない
かと存じます。政策の良しあしが評価される以前の問題です。これを変えていくには、着実に実績
を積み重ねるしかありません。

15

・国民に対して政権運営時の反省がない。
・枝野氏は旧政権時のマイナスイメージがある。代表の座に若手を。小川淳也氏が最適。女性票に
期待。
・小沢一郎、中村喜四郎氏の活用。
・山林の保護、開発に注力。災害の軽減に関連させる。
・細野豪志さんと野田、菅さんたち旧幹部と和解させ、彼を立憲に戻す。幅広いイメージ。

16

衆議院選挙に向け、野党共闘し、確実に一人区を取って欲しい。「悪夢の民主党政権」というマント
ラに騙されている多くの国民に対し、１）民主党政権の成果をリストアップしてアピールする、２）挙
げたらきりがないが、自公の数々の失政を理路整然と糾弾していって欲しい。共産党との選挙協
力はすべきだと思う。なんとしても政権奪取して欲しい。
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旧民主党政権の総括

17

前回政権を取った際には、政権を非難することには慣れているが、作り上げること、官僚の心を掌
握する力には欠けるなと感じました。野党としてのあり方と与党になった時のあり方が同じではう
まくいかないと思います。
総裁候補、大臣候補になりえる人材の顔も見えてこないですし、応援はしていますが、政権交代を
望むかといわれると疑問符がつく状態です。無党派層の心を動かせるような基軸がないと感じま
す。

18

忖度なし本来の官邸主導政治の確立、地位協定改定、中国に対し国際秩序遵守の断固要求
政権を運営するに値する党である事を、明確にメディア等を通じて国民にもっと訴えるべき。民主
党時代の汚点を恐れるべきでない。

19

旧民主党のイメージが強すぎて、支持が広がらないのではないか。政権を狙うのなら、日本のオー
ドリー・タン氏が出てくるような予感を出して欲しい。どうしても権力のある健常者の男性が実権
を握っている党に見えてしまう。

20

立憲民主党が10年前の民主党政権とは違うと、御党はお考えなのかもしれませんが、それを信じ
るだけの核心を持てずにいます。そう考える国民は少なくないのではないでしょうか。政党と国民
との距離は遠く、コミュニケーションが不足している気がします。それを埋めるのは誰なのでしょう
か。

21

昨年の党大会で、蓮舫副代表は、パリテ法実現を掲げました。であれば、役員の半数を女性にす
る、候補者の半数を女性にするなど範を示すべきです。「原発ゼロなどと言う無責任なことは言わ
ない」など脱原発から大きくブレている枝野さんなどは、旧民主党の反省がないまま政権奪取を
口にしますが、先ずは当時の反省を明確にすべきです。代表などを女性にし、見える化を図れば保
守の女性層も応援に廻ります。
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本多議員問題

1

本多平直議員の処分について手続き論に問題があるといって意見が聞かれます。尾辻かな子議
員もそのような意見を発しておられました。法律の専門家でもある枝野代表はどうお考えです
か？

2
本多議員への処分は不当。内部の会議でどのような発言をしようが自由。内部の話を産経にリー
クした寺田議員こそが、罰せられるべき。ガバナンスがなさすぎる。

3 内部のゴタゴタをあまり表に出さないでほしい。本多さんの件しかり。

4
本多議員の問題は致命的です。馬の目ishitaristさんのnoteにもあるように、民主主義と、立憲
主義を放棄するのかという問題です。厳正に対処してもらいたい。

5
本多議員に対する対応（党員資格停止処分）は良くなかったと思います。政策について前向きに議
論できる党であって欲しいです。

6

思いを届けてもらう政党として応援してきていますが、結党時に見えていなかった問題を感じて
います。（本多議員の発言が顕著でした。今までの「リベラル男性」の基準からすれば問題ないと思
うのでしょうが、その基準を見直す目を持つには学びが必要。）ひとつは党内のジェンダー差別。
女性議員を育成・排出する力が弱いこと。性暴力や貧困について情報が共有されていないこと。
市民へのコミュニケーション力の弱さ（上から目線に見えている）。連合の影響力の強さ。等々。改
善のためにはまず複数の女性の団体と関わって支援者含め勉強会や交流会をしたほうが良いと
思う。なぜかと言うと、党内の意識と人材を改善するため、また、棄権者を掘り起こすために必要
だと思う。井戸さまえさん、寺田学さんのような議員が若者・棄権者には求められていると思う。

7

本多議員の処分についてツイッター上で沢山の方が問題視しています。セクシャルハラスメントと
言うのは非常に大事な問題なので党内で広く（女性議員の意見も重要）議論すべきだと思います。
支持率がなかなか上がらない理由の一つに組織運営に透明さに欠けている部分があるのではな
いかと思います。他にも連合との関係を重視しすぎていることで今の与党の不満を持っている人
達の票が取り込めていないのを残念に思います。

8

・本多処分は不当　・地方行政自公相乗理解できない
・LGBTは今言わずとも政権を取ってから
・世論を伺いすぎるが（ネトウヨの）支援者の意見は聞かない
・全てにおいて説明不足

9
本多平直氏の党員資格停止1年の処分には反対いたします。

10

小選挙区で単独では議席を獲得できる実力は、現状、党にはない。他の党との共闘の道を模索す
るしかないと思います。
本田議員に問題は分派闘争なのか?そもそも、議員発言を改ざん（したとSNSではもっぱらです）
し、しかも産経にリークしたと噂されるのは、党の不信を招く事態です。

11

京都府等の地方選挙において、市民の感情や結党当時の理念を曲げて自由民主党と迎合し、結果
的に自由民主党の悪政を継続させていることに長年不快に感じています。結党して4年も経つに
もかかわらず、結党時以来、執行部が独善的に編成されており、種々の意思決定が民主主義に
則った形で行われていない点に危機感を感じています。例えば、本多議員の処分に関する、調査、
それに基づく判断、主権者への報告の不完全さ。

12

現時点までの報告書並びに議論の進め方(WTに於いても役員会等に於いても)に基づき倫理委
員会に諮問したことを含めて，本田議員の処分を巡る一連の所作は全く立憲主義に基づくもので
はない．党内政争の問題とも位置付けうるこの問題を寺田議員有利にバイアスをかけたとも取れ
る一連の手続きを持って本多議員の処分に至ることは立憲主義を標榜する政党ととしてあっては
ならぬことと考える．しかもあの報告書を以て．

13

今回の本多議員の処分に関し、既に党則での処分があったにも関わらず、更に私刑の如き不透明
な基準の制裁が加えられた事は、仮にも「立憲」を標榜する集団が実は民主主義の根幹である「手
続きに則る」という大原則すら共有していない事を露呈する結果となった。
今回の経緯がなぜ猛省を求められるモノか理解できないならば、国家運営を語る前に今一度政治
史の勉強会を党内で開き、自己組織を改革するくらいの努力が必要。

14

先日の本多議員の発言には心底失望しました。女性の団体などからお願いしている通り、処分で
なく抜本的な対策としての党員の教育、そして、党内にも女性幹部を増やしてください。でない
と、いずれ、自民党と同じになってしまうと思いますよ。

15

直近では本多平直議員の件、地方選での差別主義者の人選他、政権を握るにはまだ脇が甘いので
はと思う点が多数あります。何卒気を引き締めてください。これ以上自民党が続くと、人が死にま
す。
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本多議員問題

16

本多平直議員の処分について。
問題となった発言はもちろん不快なものではあったが、党の報告書と本多議員の意見書で発言に
ついての認識が違うのが気になる。
出席者の間の「記憶」が食い違うので有れば音声データなどの「記録」をもとに処分を決めるべき
だ。今回のやり方は立憲主義を掲げる立憲民主党らしくないと考える。

17

元々政党を支持するという愚鈍ではないが、本田平直氏の一件で立憲民主党を支持することはな
くなった。支持している議員がたまたま立憲民主党だったということはあっても、立憲民主党とい
う政党を支持することは二度とない。現執行部のまま政権交代しても世のため人のためになると
は到底思えない。
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政策・その他

1

私達一般ピープルにわかりやすい（党利党略を感じさせない）ことばで簡潔で平易な表現力説明
テクニックを活用して欲しい。党首の説明力（演説力）が問われていると思います。ことばは、簡潔
明瞭に！

2

立憲民主党へメールを送りたくてもアドレスがありません。入党しようとしても窓口が地方の議員
事務所で返信もありません。若者は改革をあきらめています。「日本をあきらめるな！」とみんな
で言いたい！

3
自民党との間に象微的な対立軸を打ち立ててほしい。
広く国民を巻き込むことができるテーマは原子力発電、税制、社会保証制度など。

4

数だけの野党第一党だった旧民主党をぶっこわしてできたのが4年前の立憲民主党でした。憲法
の理想にこだわる人々の集まりであると（希望を）信じながら応援してきました。今や義務教育で
も「前文」に書かれた国を超えた未来への希望や夢を教えません。憲法改正に政治生命をかけた安
部政権が安定多数の力で憲法に反する行政・立法・司法までも牛耳れるのは、国民が楽愚になっ
ているからです。餌をバラまくような公約は揚げないでほしい。前文の主旨は子どもにもわかり、
しかも新たな冷戦がはじまろうとしている今こそ、未来型の理想でも夢でもない真理が通じる国、
国と国がつながりを想像させてくれる公約が聞きたい。

5 このアンケートを十分に生かして下さい。

6
政府自民党の政策に対案をもって反論する場面をもっと増やしていって欲しい。反対や挙げ足取
りのような傾向ばかりの印象が最近感じられて残念です。

7
政権をとるのはしばらく無理だと思います。意味ある反対政党として頑張ってください。自民党と
も是と非と共斗するとも有りかと思います。戦略的に動いてほしいです。

8
ぜひボトムアップの政党として政権を取ってほしいが、そのために単に離合集散するようなことは
やめてほしい。「誠実」を大切にしてほしい。

9
皇室の尊重・国民主権・平和主義を3本柱に自民とのはっきりとした対立軸を示すべきです。選択
的夫婦別姓・皇室問題・エネルギーの問題等

10

①各階級の議員すべてが、岡田さんにみたいに身辺をきれいにするよう希望する。
②全国すべての自治体に1人以上の議員を誕生させる。（特に過疎地の議員にはなり手がいない
のでチャンス）

11

経済的弱者を減らしてほしい。肩を持つお友達政治、聴く耳を知らない脅し政治、コロナの現状を
直視できない非学習政治など、世界常識を通用させて変えていってほしい。政策立案・行動時
に、”連合”が要らぬブレーキをかける存在に見えてしようがない。

12

いわゆるマスコミの野党がだらしないから、反与党の受皿になっていない等の意見があるが、もっ
と強いメッセージを発信して、世論を引き付けるべきだと思う。立党時の熱があまり感じられない
のが残念だ。スキャンダル、失言等には特に気を付けてほしい。

13 不正を徹底的に追及すること、原発、五輪強行に抵抗、阻止することに躊躇しないでほしい。

14
自民党がこんなに不人気な時に、支持率を上げられないとすれば、何が問題なのか徹底的に議論
すべき

15

私は先の都議選の選挙区で南多摩に該当しています。斎藤礼伊奈候補に限った話ではありません
が、「ママとして」という立場にこだわりすぎていると思います。なぜ「ママとして」と打ちだし、「非
ママ」や団瀬戸分断されるのでしょうか。政権をとりたい、都議会第一党になりたいと思うのであ
れば、野党支持者を団結させるようにアピールすべきではないでしょうか。ここで女性の間に分断
を生むようなアピールをする意図が分かりません。政権奪取のためにはまず、支配者層（エスタブ
リッシュメント）に対して、搾取されるものがまとまらなくてはならないと思います。そのまとめ役
として、今の立憲民主党は機能していないと思います。

16 憲という字は複雑で選挙その他で著しく不利。この字を入れない党名変更を期待。

17

立憲民主党は考えも立派だし、議員さんたちも頭脳明晰ですばらしいと思っています。足りないの
は庶民の中に入って行くドロ臭さのみ。立派な思想よりすぐに役立ってくれる（より思ってくれる）
方を応援するのが、一般人なのです。

18

・自民に対し、立ち位置を明確にし、政権担当能力をアピールするべき。
・旧民主党の失敗を統括する。これを行わないとイメージが変わらない。
・連合におもねって原発廃止を鈍らせない様にすべき。

19 党内でもめないで欲しい。自民等にアシストすることになる。

20 日本のあるべき姿（政治、社会、財政、経済etc.）をきちんと示して欲しい。
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21
枝野代表個人の人気では政権は取れません。子供じみた点数稼ぎがごとくの来下記追及をやめ、
手段を選ばずに選挙に勝つためにどうするか考えて欲しいです。

22

普段大学生と接する立場ですが、LGBTQ差別やジェンダー平等などに敏感で、立憲民主党の主
張は潜在的に響く土壌はあると思います。偏狭な保守の本能を刺激してあおる政治に対して成熟
した理性をもった自ら考える政治文化をリードしてください。故 緒方貞子さんの”Cool Head 
Warm Heart”のように声を封じられた人たちのためには熱情をもって戦いつづけてください。

23
連合を余り頼らずに大衆に分かりやすい党を目指すべきと思います。運動費はクラウドファンディ
ングで！

24 本気で国民の為に政策を提言してほしい

25 世界のリーダーと対等に渡り合える代表を。

26 人材育成の為影の内閣を作り発信力を強めて国民に存在感を高めたらどうか？

27 無党派層に強くアピールする議員候補擁立　知名・知性・庶民性など

28
枝野がトップ、菅、野田が最高顧問最悪。良いメンバーもいるので支持しているがこのままだと立
憲を支持しかねる。実績のある小沢さんをトップに持ってくるべき。

29
マニフェストなどの公約が任期中どの程度達成されたかというフィードバックがあるといいと思
います。

30

1.枝野代表にはこれまでご苦労様でした、次の若い世代と交代し立憲を大きく発展させてほしい
（支持率が伸びない）
2.幹事長は衆議院議員から選任すべきではないでしょうか？

31 枝野商店にならないようにしてください。

32

「結局支持母体の為に動くだけでしょ野党なんて」いうのが今の有権者の持つ失望感なのでこの
国にとって必要なことをきちんとやるんだという事をアピールしないと支持は広がらない。政府
や与党に「なぜこれをしないのか？」を突きつけるときに実現可能性を備えてなければ世論の支
持を得られない。専門性や知識を持った人材を集めて発信していくべき。護憲を旨とする有権者
が細かな政治的立場の違いを超えて結集できる政党となって下さい。

33

最近の主張は弱者の立場に寄り添うことがメインになっている、これは重要であるが多数を占め
る無党派層、中間層を引き付けることはできない。彼らに訴求する政策を強く打ち出しそれに加
える形で社会的弱者に寄り添う立場を主張して欲しい。

34
政策の決定に当たっては多数決の原則を尊重し多少の意見の相違はお互い認め合い前に進めて
ほしい。

35
倫理的価値を大切に持続可能な社会をお願いしたいです。若い人の意見を大事にして下さい。

36
政権の顔が変わる事・自民党から変わる事 そのために何ができるかを中心に取り組んでくださ
い。

37
公認候補者のは半数を女性にして下さい。これからも人権と多数性のある社会を目指す党でいて
ください。

38
ウイングの広げすぎ。ヘイトは絶対許さない。経済成長などと言わない。連合とは妥協しない。台
湾、韓国と自由権を守る。

39
国民（特に若年層とのコミュニケーションが欠けている）
若く優秀な議員をより前面に立てるべき・議員世襲禁止・候補者クォーター制導入

40

・立党時に寄付をしましたが、入党への呼びかけ、友の会(支援G)への呼びかけもありませんでし
た。それでは基盤が広く強くなりませんよね。
・Management Skill が低い！！　他人の???では限界ですぞ。

41
民主党政権が失敗したのは企業団体献金を禁止しなかったからだと思う。禁止していれば自民党
は一瞬で崩壊していたと思う。

42

民主党時代から応援しています。立民の党友にもなっています。ただ、党からはほとんどアプロー
チがありません。やはり日常の活動レベルが余り高くないのかとも思います。自民党アベ・スガの
横暴を止めることが必要です。あの2人は、日本をこわしました。コロナ対策がうまくいかないの
も官僚の自己性をはぎとったためです。なんとか次の総選挙で政権奪還をして下さい。そのため
には、野党ときゅうごうして下さい。
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43

いずれにしてもことを性急に進めず、じっくりと腰を据えて取り組んでほしい。無党派層の風に
頼っても足腰がしっかりしていないと長続きしないと思います。秋の衆院選では自公を追いつめ、
その次に政権獲得で十分です。

44
連合の顔色をうかがうのではなく、基本的な方針を貫いてください。党へのカンパの振込用紙を
送ってください。

45

女性をさらにとりこめるような政策を明確にし、支持を増やしてほしい。
政策にとらわれるのではなく、明確な方向性を常に見せてほしい。
個人的には選択的夫婦別姓制、同性婚を認めるなどの問題に風穴をあけてほしい。とにかく今の
政権は日本を歴史的にあともどりさせている。政権を取るべくもっとがんばって欲しいです。

46

ゼロコロナなどという荒唐無稽な考えを直ちに取り下げてほしい。
Gotoトラベルキャンペーンやオリンピックに関連する非科学的にもほどがある発言を直ちに取り
下げて謝罪すべき。

47

今の自公の政治を見ていると、本当に「もっとちゃんとしてほしい！」と思います。ちゃんと記録を
残す。ちゃんと説明する。ちゃんと責任を取る…etc。こんな大変なときに国会を閉じ、会見での説
明も言いたいことを言いっぱなし。これではいくら緊急事態宣言を出しても、人流は減らないわけ
です。「なぜ皆こちらの言うことを聞いて自粛してくれないのだろう…？」って…そんなの当たり
前です。必死さが丸で欠けているのですから。枝野寝ろ、がない。毎日毎日出てきて、質問がなく
なるまで会見をすること、と台湾のA・タン氏が言っていましたが、その発想がない。ある意味、
チャンスです。小川淳也さんの熱さが必要です！

48

営農型発電事業を立憲民主党がモデルケースになるように推進して展開する。
日本農業の改革案の作成と推進。
地方議員と組んで中村喜四郎議員/山本太郎流の日常活動を、議員と候補者が実践する。

49
オリンピックで牙をむいた資本(-「連合」も資本の一部だからトヨタがCM出せない)から離れて人
民(市民、国民)の側に立った政治勢力となって欲しい。

50

消費税5％など国民受けをねらった政策をやめるべく。老齢化で金がかかる故現実路線10～
15%の方向では？国会であげ足取りの質問が多すぎる。もっと具体的な政策をあげて勝負して
貰いたいと思います。

51

税金の使い方で、最も無駄遣いは、戦争の殺人？？だ。戦争状態に国がなれば、全体主義となり、
言論統制され、我々の自由奪われる。政党にはその小さな戦争の危険性をいつでも排除する姿勢
を私は求める。

52
①こんなアンケートを党がとってほしいですね。
②連合に選挙のパワーはありませんので、ドライな関係で良いと思います。

53 政策は勿論ですが、と同時に勝てる候補を発掘してほしい。

54

せっかくの新たな党なのに、自民のような旧態が時折みられる。身近なムジュンを各議員に投書な
どしても、型通りの回答しかこない。余りにもドラスティックな改変を一気にやろうとするとムリが
生じるので、何事も徐々に一歩ずつ

55
官僚に聞く、ヒアリングの場での立憲民主党議員の姿を見ると、それは恫喝やパワハラではないか
と思ってしまいます。ご一考ください、

56

自公への対立軸として最も重要なことは、情報公開と透明性、誠実な説明、多様性と尊厳の尊重、
を守ることだと思います。一度に交代は望めないが、着実に進んでいると思える「結果」を期待し
ます。

57

自由民主党に投票した事は、ありませんが、小泉政権以前よりもうちょっと昔の自由民主党には、
幅広く異なった意見に耳をかたむける度量があったと思います。今の立憲民主党こそその精神を
引きつぐことが大事だと思います。

58

国民投票法案が成立したこともあり、コロナが一段落したら、与党と維新の会は必ず憲法改正を
発議します。その際九条の改悪や緊急事態条項新設に強く反対するためには、今秋の選挙はぜひ
がんばっていただきたいと思います。核禁条約加盟、難民問題の抜本的解決、ミャンマー民主化へ
の復帰など問題は山積しています。

59
長妻昭さんや、江田憲司さんなど、メディアの前面に出し、戦う集団・能力の有る集団であることア
ピールすべき。埋没しないように。

60 解党して一から再スタート
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61

政治への無関心が今の惨状を招いていると思う。投票率も低いし…。政治は生活なのだという意
識を教育から徹底する必要があるけど今の政権の決めた教育内容には求めるべくもない。みなに
目をむけてもらうには、心に届くことばが大事だと思う。その"ことば"が届くよう内容も方法も検
討すべきでしょう。歯がゆく思っています。

62 党員制度の整備、組織化が不十分だと考えます。

63

多様性に富み、かつ包摂的で良い連帯感のある社会の理想をきちんと言語化して提示してほし
い。その為に徒かに競争的でなく、再分配がきちんと機能する仕組を築いて欲しい。そして多様性
と包摂性の範として、広範な野党連合を実現してほしい。

64
党首脳が大挙して伊勢神宮参拝したりしない。
公党として政教分離を厳守(憲法順守)

65
政権をになうのは立憲しかありませんと思います。自民党に対して、Noを。もっと旗印を鮮明にし
てほしい。

66

アメリカ民主党と同じく、立憲民主党も人権を第一に考え、男女平等、ジェンダー政策の拡充、福
祉政策、教育政策の拡充を第一にやって欲しいと願います！！
特に日本の教育は先進7ヶ国の中では最遅状態、いまだに受験産業が成り立ってるのは先進国と
いわれる国で日本だけ！！もっとITC化をすすめもっと生産性の高い国にしてほしいです。

67

"戦争をしない""憲法を守る"そうしたいわゆる"Let+Wing"の立場からも強烈なリーダーシップ
を持った人間が出なければいけない。山本太郎は幾分"色物"だね。毛並の良い層からも彼に続く
ような人物が出てくることを期待します。

68

憲法前文を主権者の代表としてその責任を負う立場に立つ事が出来るものだけの集団を望む。権
能は責任を果たすために主権者に置いて支えられる真理です。この真理の働きを以てしか、自民
と戦うことも、世界と戦うことも、日本チンボツマイシンから逃れる道を進むこともできません。政
策の戦いでなく、主権者が立ち上がることが最低でも（投票数ではなく、主権者人数の）1/2以上
の賛同者が必要です。

69
このアンケートの質問項目に原子力はあるが、核燃サイクル政策が欠落していることに大変失望し
た。党首の枝野さんも原発・核熱について余り重要と考えておられないように感じる。

70 足下のしがらみにとらわれて大局が見えていないと思う

71
今度の選挙で「政権交替」を訴えても非現実的なので、総理がまともに答えはウソばかりついてい
る「強権政治にNO!を」と訴えたほうがわかりやすいと思う！

72

米国民主党ではなく、英国労働党、独社会民主党のような政党になるべき。健全な保守で大政
党？など日本には不要（保守＝自民党は？です）
政権がほしいなら全野党共？、統一戦線を真剣に討議すべきではないですか

73
当選人数を増やさんがためゆるい審査で候補者にしないほうがよい。議員個々の行動や資質が結
局は党の印象になるのだから。一度墜ちたイメージは回復に時間とエネルギーを要する

74

党運営と政策が全く立憲的ではなく、初心に立ち直るべき
サヨクに墜ちるべからず
セクション2-④　中国×

75 自民党と変わらない思考の議員が多い。（憲法税改正、米国深化外交）彼らを排除すべし

76
まず太平洋戦争の敗戦を検証し、戦前からの日本人の人間観・人命観の異常性を払拭して後、憲
法論議に入るべき。

77
政党間の政争に惑わされることなく、絶えず国民市民の立場に立ち続ける政党であってほしいと
思いっています。

78
・些細なことや立前にとらわれず、王道を歩め。
・自民党を凌駕する国民政党をめざせ。

79 ぜひ現政権を倒して、立憲民主党を中心とする政権を樹立して欲しい。

80
安部・菅政権の特徴（虚偽・忖度・改ざん・無責任・説明なし・ごはん論法・解釈改憲・立法事実の無
視等々）⇒これらと対極の政治の実現を（手法の稚拙は問わない）

81 シンパを作る努力が足りない。→人手不足？資金不足？

82
雨の新宿バスタ前で凛としたあの感動を忘れません。どうか私たちの思いを受け止めて、政権交
代を！そのために頭脳と理論で支えてくれる共産・社民としっかり連携してください。

83 もっともっと安部菅麻生を追求し、政権の座から追放して欲しい。まだまだ手ぬるい！！
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84 内部のゴタゴタをあまり表に出さないでほしい。本多さんの件しかり。

85
自民党とそれによる官僚はも～～最悪。民主をとり戻してもらいたい。オリンピックは世界的公約
だからやらないという選択肢はない。子供っぽい批判は聞き苦しい。

86
国会活動がおとなしすぎる！紳士的すぎる！⇒自民党が野党の時、かなり強力な手段を使ってい
るので立憲の動きが弱々しい！もっと激しく戦ってほしい！

87
支持が広がらないのは経済政策に関する不安感があると思う。立憲の政策で日本の国力（劣化し
たとはいえ、国民のプライド）を損なうのではないかという不信感がある。

88

国会審議においてはもっと我々諸民の考えている内容についても問い詰めてください。また、「モ
リカケ問題」も強力に詰めてください。安部・菅・麻生たちももっと詰めてください。議員として不
適格と思う。

89
人材不足が否めない。国民にもっと発信力のある人を取り込むべきである。与党と同じような問
題（を起こす）のある議員は即刻離党させるべきである。

90

新型コロナに対して過度に問題視しすぎ。日本人にとってはただのカゼです。欧米人がワクチン接
種した状態が日本人です。コロナ問題は政府が国民を分断するために利用しているだけ。「ゼロコ
ロナ」なんてありえない
それよりも全国一律1500円の最低賃金実現と、都市計画法を見直した？？
セクション1-⑤国の補助不要
セクション1-⑦全国一律、全職種一斉で
セクション1-⑨本来は通産省とすべき
セクション1-⑪環境に優しくない。設置するならダムに水上太陽発電を設置すべき
セクション1-⑮20年度に？？を開示すればよいだけ廃止すべきでない
セクション2-③自社❓政権で存在？
セクション2-④　日本はアジアの国です

91

自民党の税金無駄遣いを責める前に立憲民主党員が自身の身を切る姿勢を示さなければ説得力
がない。現政権にうんざりしている国民に、野党がはっきりした政策を出し、高慢なる政権に明確
に対峙すること。福島の教訓を原発政策に明確に示すこと。

92

立憲民主党というよりも支持者に対して自民に勝つためにはもっと妥協と寛容性が必要だと思
う。大変な難業をともに支える覚悟が足りない。すぐに不平不満をいい、顔をすげ替えようとす
る。支持者に不満です。また、この会に対しても私の考えからのかい離を感じる。減税ポピュソズ
ムより再分配を。

93
与党を責める、落としめるのが主目的のように見える。姿勢を改め、あくまでも不正をキッチリ正
し、人権を護る活動を。

94
責難は成事に非ず！特に枝野代表は国会質問の時、声を荒げる場面が多く、もっと静かに批判し
た方が効果がある。

95 経済政策、安全保障政策の専門家の育成

96 お手紙ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

97
・枝野個人商店から党主選主の明確化
・マニフェストの地道な継続的復活

98
反嫌自公政権、政党支持無し層の有権者を結集、最低限選挙で得票を伸ばせるような方針を解り
易い形で出して欲しい。政権交替に近づくチャンスだ。

99

政権獲得を視野に入って以降、理想論を封印し、現実路線（現政権の亜流）に止まる発言が多くな
り、目新しさと期待がうすれている。結党当初の働く人たち、弱い立場の人たちのための政治を目
指す政府のために行動して欲しい。

100

ずっと応援しています。ただ、経済のしくみやエネルギーのことがよく分らなくて、これ！といった
強い意見がある訳でなく申し訳ないのですが、とにかく今のずるい政治をどうにか変えてほしい
です。安心して受けられる公共サービス、やり直しができる社会にしたいです。あとは自然災害へ
の対応。

101 もっと共産党と協力すべき。もう少しドロくさく選挙をしてほしい。優等生すぎる。

102
立憲民主党創立にあたってすぐに10,000円納入して、呼称は忘れましたが領収書がきただけ
で、その後、何の連絡もない。名簿も作らなかったのですか

103 伊勢神宮には行かないで下さい。
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104

反自民、独裁政治阻止という点で立憲民主党を応援しています。まだまだ地方政治での足腰が弱
いとか、政権批判でもマスコミのネタだよりになっているなど、調査能力の不足を感じます。政策
にしても自民党がまねをしたりすりよられたりすると自民党との差別化が不鮮明になりそうで政
権交代は難しいと思っています。マネされないような真の通った政策、方針を立てていただいて、
地方でも力を付けてから政権政党を目指してください。

105

頼りない、任せられないというイメージが大多数の国民に固定化してしまっているので政権交代
で絶対実現させる事をしっかりアピールするべきだと思います。それに加えて能力の高い発信力
のある女性リーダー（若手の）を前面に出していただきたい。

106

・中国・米国・仏独英等々の諸外国とのつながりをできる人々を育成するべし。
・日本経済界との人脈もつくるべし。
・有能な（人権、情勢（政治　外交））知識人の知恵も作る。検証しながら修正し、正しい道をさぐっ
てほしい（国民のために）
・マスメディアも定期的に発信してほしい。
・地方には賛同者がたくさんおられるようにかんじる。地方の立憲議員さんからもアンケートをも
らってほしいネ。

107

最大の問題は「チーム」になっていないこと。集団としての結集・展開→勢力拡大がないのだ。シャ
ドウキャビネットを再考して人我の拡充・○○を計ったらいい。スター議員以外のフラストレーショ
ンがたまっている！

108

自民党がダメなのに、立憲という訳にはいかない。みなさん庶民の生活を理解していない。議員
は国民の生活をサポートするためにある。初心を大切にしてほしい。偉ぶってはいけない。

109

自分の党が党が、ではなく、とにかく無能かつくさり切った自民/与党一党勝ち（勝っているので
なく野党がばらばらで各自弱すぎるのです）を止めるにはどうするかを考えてください。エゴは二
の次、三の次、大きな目的を見てください。

110

以前にメールで送信したことと同じですが、政権交代を声高に叫ぶのではなく、今の自民党政権
の強権的な体質の恐ろしさ、このままでは民主主義が破壊されてしまう危険性を訴えるべきと思
います。自民党の議席を減らすことが大事です。

111 あまり意見がいいたくない党になりつつある

112
中国の作家方方さんの”譚「分婦負国家の基準」は弱者に対する態度である”　こういう視点を持ち
続けてほしい。次の選挙では与党批判ではなく希望の持てる代案を出して欲しい。

113

立民の党是として、⑫は他党との差別化として大きく打ち出して欲しい。しかしそれ以上に、時代
背景を鑑みて、経済政策、コロナ対策を大きく打ち出して欲しい。具体的には、「れいわ」の経済、コ
ロナ政策はインパクト大なので①②④⑦でひへいした国民を勇気づけてほしい。※今のままでは
全てに消極的で、他党jとの差別化が見えないので埋もれる。「れいわ」くらいの理想的政策の打ち
出しが必須！

114 国民の不満をもっと拾ってほしい。

115

コロナという有事であるにも関わらず、政治家（屋）が何をやっているのかまったくわからない。特
に野党は何をやっているのか？議員定数の削減はどうなったのか？政治で飯を喰う奴らを減ら
せ！

116
何をどうめざすのかはっきりと宣言して欲しい。こちらが支持しつづけきたいしていいかどうかを
判断できる「ことば」を大きな声で届けてほしい。

117

・いい意味で無党派層の気持ちをつかむ”ポピュリスト”に思い切って堕してみてはどうでしょう。
サポーターに聞いてみてほしいです。
・新世帯になったのに印象が変わりません。代表・幹事長・国対以外に、例えば”外交・経済・エネル
ギー”のような専門分野が語れる論客はいないのか？次代のスター候補はいないのか？
・オリンピック開催についても、政府に「大丈夫なんですか」質問したのには失望。せめてPlanB,C
を問い質すくらい何故しないのか？いつまで経っても病床不足を指摘するだけ、文春後追いする
だけでは…。

118 党員の言動に責任を持ってほしい。

119
MMT理論を経済政策の柱として緊縮脳の代議士（江田憲司）及びOB（藤井裕久）を追い出せ、共
産党の小池晃、令和の山本太郎、自民党の西田昌司と連携しろ！

120

都民ファ、維新、国民民主、公明は、たとえば原動力については自民と同じ「カジノ」についても同
様かと思う。立憲がコロナ対策を含め、上記のアンケートの内容に（小池ゆり子の公約）の様なこと
にならないようにやってほしい。
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121 連合野国民民主党に忖度せずにより市民の側に立ってほしい。

122

自民党小泉政権で非正規が急増し、現在は年収200万円以下とか、生まれた段階で格差を受け
ている人、世帯が増えており、どんどん格差が拡大している。これでは若い人の将来、日本の未来
はない。投票率も低いのでこれをなんとか上げる方策を立て実施してください。安部さんのやり
たい放題、菅さんの迷走でも立憲民主の支持は上がらない。どうして。枝野さんの評判、ネットな
どで悪い。ぶれているとか。10年たっても枝野福山は賞味期限は確かに過ぎていますね。民主党
政権終って10年近くたって初めて、立憲関係者から文書がきたから返信したよ。

123

すでに「古くさいオジサン政党」というイメージができあがっているように思う。党からの発信に女
性の顔が見えないし、連合という男性中心の既得権益団体に追従しているようにも映る。中身は
もちろん大事だが、「これから変わる」という清新なイメージを出すことも必要ではないか。

124

①「急がば回れ」立憲民主党が政権を担うためにはまだまだ力不足であることを自覚すべきであ
る。風に頼るな！今はもっと力を貯めて渾身一発の機会を見極める必要がある。電通要注意。（他
政党の物量作戦に負けるな）挑発に乗るな。
②ボイラー仕様の原子力発電所は即全面禁止すべきである。原子力燃料電池発電方式（ユニット）
に切り替えるべきである。
③環境破壊に繋がる太陽光パネル方式の発電は農地・山林の縮小につながるから、地熱発電の
シェア拡大をめざすべきである。

125

テレビに出る立憲の政治家はみんな頭がよく論理的に話し、それはある程度以上の知性と志を持
つ人（国民の1～2割）には好感される。しかし論理的思考ができず情動で動く6割の人間には届か
ない。もっと庶民に近く感情に訴えるタイプの”顔”が必要。山本太郎的なトリックスターが立憲に
も欲しい

126

・自公政権への批判は大きいが、その受け皿になっていないのはなぜなのか、もっと考えて欲し
い。
・政権党や保守勢力は、反対勢力をつぶすためアラさがしを必死でしてくると思うので、各議員・
立候補者は人権意識をしっかり持ち、うしろめたい行動・行為のないように（みっともなく恥ずか
しい人たちがいましたね）
・いつまでも企業利益を代弁している組合組織にたよらず、筋を通して欲しい。良識ある批判票を
逃しています。
・地域の議員（県議会・市町村議会）と住民との関係が選挙の時だけにならないように。地域に顔
が見えない

127

現在の「連合」を見切って下さい。リベラル保守の立場から理念・理想・理想を語るとともに、市民
個人の生活を守る（支える）政策を一般市民に向けて訴えていただきたいです。目先にとらわれな
いで！

128
小さな差異にこだわって政権を自公に譲ったままにしないで欲しい。なんなら、自民党の中のまと
もな人たちの受け皿になってもらいたい。

129
数は力です。選挙区での候補調整を積極的に進め、自民党の和田引水的政治を少しでも改める力
を結集して欲しい。子供たちに確かな未来を！

130

民主党の政権時代は自民党はもういいという気持ちが国民にあった。今は自民党があれだけ失政
しているのに立憲民主党に支持が大幅に集まらない。自民支持者より無党派になる人が増えてい
る。今こそ立憲民主党が国民の支持を待つ時だ。

131
党運営、政策等に対する意見をしっかり吸い上げる仕組みがほしい。メールしてもどう処理された
か不明。

132 ①マニフェストを作る　②シャドー・キャビネットを作る

133

・次の総選挙では万難を排して、野党統一候補を立てる（各選挙区で）
・実上、政権を取るまで成長するには、ホップ、ステップ、ジャンプくらいの順事が必要だろうから。
中・長期プランをきちんと作る。
・こういうアンケート、政党自身がしたらよいと思う。

134
やはり代表は蓮舫さんにするべきです。れいわの山本太郎さんと協力をしてください。政治を私
的化する与党なぞ、早くつぶしてください。
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135

是非実行して欲しい点！（演説、ポスター等の表示で）
1，「正直・誠実な庶民の政治」「お互い様一人で生きれず、個性尊重の社会へ」
2，「政権交代＝民主制の礎！独裁、社会私物化の防止へ」
3，ネット対策を。例）「自民党ネットサポーターズ」の様なアルバイト使用の世論調査

136 外野が足を引っ張っている場合ではもはやないと思います

137
・金融所得課税の強化を含めた税と社会保障の一体改革を再度議論、実現してほしい。
・2世3世議員を排除する等、公平で党員の家業化を不能にする選挙制度改革を望む

138
選挙での票も大事でしょうが、それだけが目的目標ですか。柔軟さは必要ですが折れてはいけな
いところもありませんか。

139

党内にいろいろ問題のある発言をなさる議員がおられ、困惑いたします。細かいことまでと思わ
れるかもしれませんが、細かいひとつの見聞が、御党の全体的な印象になってしまうと感じます。

140

私も含め、多くの日本人が本当に幼いころから民主的に育ってきたか、政治について自分の身近
なものとして考えてきたかというと、残念ながら「否」というしかありません。男女同権を例にとっ
ても、政治が悪いのではなく「ジェンダーギャップ」を生んでいるものは私たち一人ひとりの中に
あると思うのです。本当の民主主義とはどうあるべきか考えることもなく（今民主主義が壊されよ
うとしているのに）危機感を持つ事もなく日々の生活に追われている人も多いでしょう。「ボトム
アップ」といってもその土壌ができているのでしょうか？むしろ、立憲民主党が中心になり「民主
主義とは何か」「憲法はなぜ大切なのか」等基本的なことから啓もうすることも必要なのでは？そ
もそも「日本国憲法」をちゃんと読んだことのある国民がどのくらいるのでしょうか？野党の方々
一人ひとりが「れいわ」の山本太郎氏のように活動し、民主主義を語りかけてほしいです。

141

正直、立憲には失望しています。現政権の批判もしなければいけないのはわかるが、何をしようと
しているのか見えてきません。この国に生きる人達が元気になるにはどうしたらよいか、何をすべ
きかを きちんと考えていただきたい。現在はれいわ新選組を応援しています。
⑦については非正規で働く人たちも優先してほしいと思いBにしました。

142

立憲には自民に比べ、優秀な政治家がいます。どうしたら各議員をもっと表に出し、その優秀さ、
国民を思っていることが示せるあらゆる方法を考えてください。枝野さんへのお願いは別紙通
り。

143

厳しい環境の中でよく頑張っていると思います。ジェンダー問題は大切ですが、支援団体が先鋭
化してくると共鳴できなくなる人もいます。息の長い運動が大切と思います。先ずコロナ禍で病ん
だ人を救うこと。防災庁の設置が必要と思います。人材確保のため寄付を集め財政基盤を強くし
ていくことなど大切なと思います。

144

旧民主党時代は、理論的だが「人に対して冷たい」という印象があった。その元凶の方々の多くは
すでに他党に抜けているようだが。建設的な批判的視点は大切だが、「人」に対する敬意を常に意
識してもらいたい。これは「カタログハウス」にも言いたい！

145

自民党はあれだけの人数の議員がいても派閥など”親分”の下に集まるというしくみを利用して全
体としてまとまった1つの党を維持している。対して、野党は少しでも考えが違えば党を飛び出し
てしまい分裂したりして弱体化する。立民も志は高いがいわゆる「優等生」の集まりで（学歴も自民
党より高いのでは？）それぞれの主張をゆずらず、妥協せず（各々の意見を”尊重して”）、結果的に
「一枚岩」になれず分裂・離合をくり返す。なんとかならないものでしょうか？ひとりひとりが各自
の意見を「党」のためには時には封印し妥協し”自民党のやり方”から学ぶことも、大きな視点から
は必要と考えます。

146

①いつでも政権交代が可能になるような体制つくり②比例代表制を中心とする死票の少ない選
挙制度③司法制度改革による三権分立実現④真の民主主義の構築⑤身内に厳しい倫理規定によ
る党内管理

147

連合というブルジョア組合組織の距離を置く事。
しがらみ、こだわり、ならわしを行わない。保守系の古い議員の退職70歳停年制度の実施
党の意見に従わない議員は排除する意見がある以上立憲はダメな政党です。
広くうつわの大きい政党であることを望む

148

ホームレス支援に携わっています。生活を立て直すには不足であることが多く、健やかに暮らせる
とはほど遠く感じています。ミドル女性が多く思います。世代の考え方も社会も前に進むための仕
組みが必要だと感じます。女性の声を聴いてください。※札幌市西区には女性議員がいません。
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149
大きくなろうとすると色々な意見、立場を取り入れねばならず党内で矛盾も出てくると思うが、立
ち位置（低所層国民、中層）、国際協調の立場ははっきり打ち出しものを言ってほしい。

150

忖度なしの本来の官邸主導政治の実現。政権を担うに値する党である事を明確に提示。危機管理
能力を確立。地位協定の早急の改定、中国での断固たる対応。先の政権汚点からの脱却。

151

公務員や大企業労組の顔色を見ていては市民政党になれない。年収200～300万の人たちに投
票してもらえる方策を考える。アンチブルジョアをかかげたいが、時代が違うか、ナチスが参考に
ならないか

152 自民党と公明党の分断策を実施してもらいたい

153

御党には小沢一郎、中村喜四郎という卓越した政治手腕をお持ちの重鎮二人がおられます。これ
千載一遇のチャンスと言わずして何というのでしょう。過去の恩讐を乗り越えお二人の力を最大
限発揮していただくよう、枝野代表が仲介の労を取るべきです。それも今すぐにです。お二人はわ
かって下さるはずです。

154

永田町の論理にはくみしない！ボトムアップの政治！のスローガンは消えた。熱は冷めた。蓮舫氏
以外の女性をテレビで見ない。国対を女性に。都議選が関口健太郎氏を支援。総選挙は鈴木よう
すけ氏。

155
今まで何回となく今回の様なアンケート調査を行い、支持者の意見を聞いてほしい旨意見具申し
たがかなえてくれなかった。

156

自分の考えをしっかりお持ちの議員が多いが、それに合わない意見に不寛容で青臭さを感じま
す。等が目指す方向を実現するためには小異を捨てて大目につく大人の対応が欲しい。自民党は
その点、したたかで食えない連中です。青臭い書生さんでは勝負になりません。

157

・党内においても若い人にチャンスを
・雇用において正規非正規労働の問題や同一労働同一賃金なども徹底して取り組んでほしい。
・もっとドブ板でそんな声をきいてほしい
・学校教育における問題や教師の多忙、いじめ等、教育格差、時代に合った教育も

158
国民が望んでいるのは、いまだに果たされない、国民に根差した民主主義社会。立民は現状の都
市サラリーマン政党からの脱皮を。

159 立憲の政権獲得に向け、「連合」を過大評価するな！また、国民民主は信用できない！

160

組織、軍事力、資金力、権力、不足してるのは「権威」のみです。権威は「天皇」と考えてください。彼
ら与党は取りに来ます。上記5つのうちあなた方野党は何を持っていますか？時限措置で良いの
で安部～現在までの「不正」「憲法違反」「国民の税金の無駄遣い、着服」等全てクリアにすることを
政治課題の1つとｓちえまとまって下さい。今の日本「弱者」だらけ（数が多い）になりました。この
方法は今しか使えません。これは「注目」を浴びます。もちろん格差解消教育の格差解消も。コロナ
も。

161 しっかりした人材を育成すること、集めることを望みます。

162
次の選挙を1stepとして党勢拡大を図る。キレイごとだけでは政権は担えない。政治、経済でレー
ンを強化してください。

163 明確な対極に立つべき。ただし、二大政党制である必要はない。中選挙区制に戻す。

164
党の中の民主主義について疑問あり「代議員会」などの位置・存在がはっきりせず一部の役員によ
る「〇〇」的な運営が可能となっている立憲民主党の「民主化」が必要

165
衆院小選挙区、菅元首相の後を立てるべし！
今回を最後という表明を！

166
旧希望の党から立候補した候補者を立憲民主党に入党や次期総選挙から出馬する政党は応援出
来ません。

167

現政権の対抗馬となれる勢力になってほしい。
世襲が権力の腐敗を生んでいる現状にうんざり。クリーンさを誇るため世襲はきっぱりやめます
との姿勢を期待します。

168

政策のことはよくわかりませんが答責の放棄や議会の軽視など民主主義をないがしろにする自公
政権の懲戒を期待して応援しています。小異にかまけて適に漁夫の利を与えることなど無いよう
呉々もお願いいたします。

169
選挙協力や党勢拡大のために主張をあいまにするのではなく明確なポリシーを前面に出して支持
を訴えてもらいたい
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硬直化した党運営、与党の指弾ばかりが目につく国会対策と最近の立憲民主党はパッとしません
ね。
結党時は「私たち国民の声を聞き、それを政治で実現する党」がようやく出来たと期待しましたが
今はあまり感じません。枝野さんはもう少しリーダーシップを発揮してもらい、真剣に政権を取る
事より良い日本を作る事を示して欲しいです。

171

基本理念が見えてこない。国民のための政策がブレていないのが共産党。それを排除してはいけ
ない、絶対自民党政権を続けさせない為にも国民の為のインパクトのある訴えや信用が必要、ぜ
ひ政権交代を！

172

・山尾しおり氏が離党した際は、党内では自由な〇〇がなかったと指摘していた。本当なら由々し
き事態です。これをどう受け止めどう対応したのか何も伝わってこない現在はどうなのか。　
・○○はよい、しかし具体策が示されない。原発ゼロは○○だがどうやってゼロへ持っていくか再
生可能エネは不安だ。
どう補うのか○○の充実など政権与党では検討をしている。支持しています。立憲民主党に対す
る不満言いたいことはいっぱいありますがホームページから意見を言っても通り一遍のお決まり
の返答しか返ってきません。本当に読まれているのかと疑問に思うことあり

173

立憲民主党の今の政策は正しいと思います。立憲民主党をアピールするためには、いわゆる「無党
派」の人たちも含めて多くの国民が共感できるテーマに絞って訴えていく必要もあると思う。（科
学的なコロナ対策、男女、ジェンダーの平等など？）

174
もっと国民にわかり易い政党としてのビジョンを打ち上げ、きちっとしたターゲットを示すべきで
す。現況は何をやりたいのか何を目指すのかわからない。

175

・本多処分は不当　・地方行政自公相乗理解できない
・LGBTは今言わずとも政権を取ってから
・世論を伺いすぎるが（ネトウヨの）支援者の意見は聞かない
・全てにおいて説明不足

176
まずは自公政権を代えることを最優先した野党共斗を実現。政権が代わる社会でないと開かれた
政治にならない。
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黒潮のエネルギーは1日分で日本の1年間分のエネルギーに匹敵するそうです。1日分の365分の
1を利用できれば単純計算では十分ということになります。国民の為には国営ないしは公営にす
べきで、水道も私営（民間）なんてとんでもないと思います。時間がないので無礼お許しください。
1人で立党し熱く語った枝野氏は、何処へ行ってしまったのか?
保守の策略に弄され頑なに「共産覚排除」に拘る・・・余りに知恵が無さ過ぎ!イスラエルの「超野党
結集」を見習え!と言いたい。「党」は政策が違うのは当然・!何が違い何が共通かを、堂々と語れば
いいだけ!これは、したたかな「自民・公明」を見習えばいいしそれも例として「指摘」してやればい
い。政治家は、良くも悪くも「言葉」の使い方次第。「ああ言えばこう言う」の手本を示して欲しい。
優秀な枝野氏の言は(一定の知性ある)リペラル系には届く。しかし森喜朗以降の二十数年間で、
確実に国民の意識(頭・学力、学歴ではない)レベルは下降(劣化)しており、50才以下は「小泉・麻
生・安倍」等の、単純・短絡な「言葉遣い」が好き、というかそれしか知らない世代も多い。又、戦後
から続く長い間の自民政治の策略-・洗脳で、国民は「指示待ち症候群」と化し自らの「頭」で考えな
い・考える事を止めている・考える力が育ってない。だから投票率も50%前後で、最近は更に下
回る。国民の半数以下が「モノ事を考えない→判断しない・出来ない上無関心層なのである。嘆か
わしい!
＝これは野覚の責任でもあります＝
そんな5割の国民に対する戦略テクとして、自公の些末な言行にはあまり翻弄されず、一々言葉だ
けで又声高に・「反撃」しない方が良い。特に、枝野氏・蓮舫氏は声質が高く、時に私でさえ「チョッ
と勘弁!」という感じがある。"ここは声を「大」にして言いたい!)"出来る限り「声質・トーン」を下げ、
スピードも「ゆっくり」と、言葉は厳選・縮小して選び「最小限」に、そして最大限の「効果」を得る「表
現」を絞り出して欲しい。
この場合も、大嫌いで信用ならない「敵」である、「小池都知事」も見習うべき点がある。どんなス
キャンダルもコロナ対策失政も意に返さず、記者会見では毎回「平然」且つ「淡々」と、退屈で意味
の無い「答弁」をしてるが、それでも高支持率を維持しているのである。要するに今の人々はこん
な「話し方」に駅染むのだ。残念ながら、話の内容や何をしたか「以前」の問題だ。無意識に「感情む
き出し型」や、腕えば「悪役(アベとか)」相手でも「吊し上げ的」反論・反撃は、受け付けない体質に
変貎している、という見方も考慮すべき。(私独自の見方だが…)
民主覚を応援し,ガッカリし…しかし私は大方の見る・言う「失望」ではない。未だに当時の政権が
言われる程の「失政」と思ってない。言われ過ぎを放置したままなので、例の「大悪人」にまで「最悪
の・・」などと言わせる!
この時も何故,真っ当に「反論(勿論、・穏やかに整然と)」しないのか、見ていて腹が立った。
この、「民主覚時代がダメだった!」という、国民(メディアも)への「刷り込み」が、今に続く「支持率」
の仲び悩みに繋がる。リペラルの方々は誠実過ぎて、自民は（A,A,S)のように理屈抜きで相手を
攻撃したり (A A S)のように平然と毎回同じ無意味な言 訳答弁も出来な それは当然 同

178

セクション3:立憲民主党に対してご意見がありましたら、下の空欄を使ってご自由にお書きくださ
い。
「枝野ヴィジョン』を読んだが、「保守」の捉え方があまりにも枝野氏独特で、正直言って、絶句して
しまった。私は、日本の歴史も勉強したが、だからと言って、自分が「保守」の思想を持っていると
は、まったく考えていないが、枝野氏の論はあまりに我田引水的で、おそらく、その筋の専門家か
らは異論が噴出する内容と思う。近代以前の日本を美化する習慣は私には無い.
枝野氏の論考は、保守、というよりむしろ、「復古調」ともいうべきものだろう。さらには、この「枝
野ヴィジョン』について、連合の神津氏が、「わが意をえたり」と言っているのを見て、おそらく、共
産党排除の匂いを嗅ぎつけたのではないか、私は空いた口が塞がらなかった。
私的には、枝野さんには、丸山真男であるとか、吉本隆明を読むことをお勧めしたい。余談だが、
吉川沙織さんは、丸山真男の思想に精通しておられるようで、大変信頼している。国会閉会前、6
月16日の議員運営委員長解任決議案の質疑も大変秀逸で、本当に関心した。また、志位和夫さん
が、2021/07/11に、内田樹さんのtweetを引用して、「わが意を得たりです。」とtweetしてい
るのを見て、志位さんは神津さんの真似をしているのだな、と感じた。東西冷戦構造の時代が終
わって久しいのであるから、日本の国会議員もそろそろ共産党を排除、差別するステレオタイプな
対応はやめて、単なる選挙協力のみに限らない真の「
闘」が深化する事を望む。
長くなるので詳細は割愛するが、原口一博さんの機能的財政論を元に、自公による長きに渡って
続いてきた日本の緊縮政策に早々の終止符が打たれることを望む。また、亀井亜紀子さんの新自
由主義批判も本当に秀逸で、亀井さんの質疑にはいつも溜飲が下がる。立憲民主党には、さまざ
ま優秀で心ある議員の方もたくさん在籍しておられると思う。そうした方々が風通しのよい執行
部の下で、それぞれの能力が充分に発揮されることを、切に希望する。
他にも様々思うところはあるが、長くなるので、この辺で筆を置くこととする。
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（新聞切り抜き添付）若者の有権者への政策のご参考にどうぞ。
別紙
この度は、このようなアンケートの機会を下さり、ありがとうございます。私は、皆様とおなじよう
に、立憲民主党の立ち上げ当初より、応援しています。特に2017年の衆議院選挙前の、有楽町街
頭での枝野さんの演説は今でも忘れていません。民進党分裂や希望の党などの暴風雨のなか、つ
いに心から、投票用紙に書ける政党が誕生したことを心なら喜びました。結党間もない、人手もな
い、生まれたての政党の為に、ボスター貼り等の手伝いをしようと素直に思いました。まっとうな
政治・右でも左でもなく、前へ!・上ならではなく草の根ならのボトムアップ!あなたの力が必要で
す!自民党的な政治スタンスとは正反対の立場のキャッチフレーズは、とても良かったです。
ですから、立憲民主党の活動を否定する気持ちはありませんが、、最近の活動や発言、考えの方向
性など、やや、疑問に思い、不安な気持ちでおりました。しかしながら、今回、がんばれ立憲民主党
の会の発起人の御三方のご意見を同うことができ、まったく同じ方向であることに、大変嬉しく、
心躍る思いになりました。役に立たないなもしれませんが、アンケート用紙にも、回答理由や意見
も添えさせていただきました。あわせて、ご参照ください。
皆々の、後のこ活躍を期待しております。
追伸
わたしの政治への願いを記させていただきます。
私は、毎日、混雑した電車などでの通勤している普通の人々を精神的に金銭的に豊かにすること
が政の役割の一つだと思います。財布の中を暑くすれは、外食に出掛けるなもしれませんし、外食
時にもう一皿追加するかもしれませんし、財布の中を厚くすれは、買い控えしている人への、消費
意欲の背中を押せるなもしれません。低所得者層や中間層の財布を厚くすることが、景気を支え
る一つになるなもしれません。
立憲民主党さん
あなにの力が必要ですというキャッチフレーズのように、もっとその"あなた"を頼ってください。
連合などに頼らずに、もっと我々市民を預ってはしいと思います。釈迦に説法かもしれませんが、
いかに、みんなに、投票用紙に「立憲民主党」と書いてもらえるかを熟考をお願いいします。
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アンケートを送付いただきありがとうございました。私も皆さまと同じ気持ちでおりました。尊い
機会を頂きましたこと感謝申し上げます。
（別紙）
追伸
この度は、思いもかけずアンケートをご送付頂き、これも何かの縁と考え、日頃感じておりました
思いの丈を記させて頂きたいと思います。
①政治信条について
政治家にとって、何が必要不可欠であるかと考えた時、私は「思いやる心」だと思っています。崇高
な政治理念であれ、政治活動であれ、その根底には「思いやる心」が無ければならないと考えま
す。これは、政治家に限らず人間性の原点です。人を「思いやる心」。自然を「思いやる心」。これが
全ての始まりではないかと思っています。その心があってこそ、初めて国家ビジョンが生まれ、そ
の為に何を実行すればよいのかが見えてくるのではないか、と思います。そして、その心があれば
その発言や行動は人々の心に響くものになると確信しています。今の政治家を見ていると、自己
顕示欲を満たすため、或いは権力の掌握が目的であると感じすにはいられない稚拙な政治家が大
勢を占めているように思います。その人々の言動は己の為の物であり、「思いやる心」は微塵も感
じる事が出来ません。多くの国民が政治不信になり、投票率が低率となるのも無理からぬ事です。
自民党にとっては都合の良い状熊です。
そう考えて、立憲民主党を見た場合に国民の目にどう映っているのでしようか。枝野氏が立憲民
主党を立ち上げた時、そこには国の行く末を案じ国民の為に政治家生命を掛けた熱い思いが感じ
られ、それが政治に無関心であった若者にも伝わり、多くの共感を生んだと思います。ですが、現
在の立憲民主党がその時の熱き思いを継続し、国民に発信出来ているかと言えば甚だ疑問です。
自民党が政権与党に返り咲いて以降、その政治姿勢、実熊は目を覆いたくなる内容です。立憲民
主党には多くのチャンスがあったと思います。にも拘らず現状では、辛うじて野党第一党の立場は
保持してはいるものの、国民から政権交代を任せられる政党としての支持を集めているかと言え
ば、言い難い状況です。何故なのでしようか。普通の国民が政治の状況に関する情報を目にし耳
にするのは新聞、テレビ、ネットニュースです。これらは、政権与党によりコントロールされ、与党に
都合の良い情報発信になっています。その状況で、立憲民主党は政権与党の不手際を責め立てて
いるだけで、追い詰める事も出来ず、与党支持者には負け犬の遠吠えに見え、無党派層には政権
交代は程遠いものと映り、支持者は歯痒い思いを募らせ、無関心層は更に無関心にならざるを得
ない状況を作り出していると思います。それは、立憲民主党からリーダーシップと覚悟が感じられ
ないからに他なりません。今の立憲民主覚が何を目指して、何を行いたいのか何も見えてこない
のです。国民を思いやり、国を思いやり、世界を思いやる心が何も伝わってきません。結局、立憲
民主党の議員も政治家になる事が目的で、「思いやる心」を保持し、その為に政治家としての資務
を果たす気概など持ち合わせ な ただの政治集団 しかな の はな かと残念に思うば

181

弱みを見せたくないあまりに「謝ったら死んじゃう病」にかかっているように感じます。でも、それ
では与党と一緒だし、立憲が政権を取ったとしても危なっかしくて不安です。
所帯が大きくなれば、変なことをしてしまう時もあるでしょうが、間違ったらすぐ改めるのを躊躇
しないで欲しいです。
具体的には、おしどりマコ氏の擁立や上昌弘氏にコロナの、アドバイザーを要請した事など。応援
する気持ちが薄くなります。

182

立憲主義、基本的な大原則、欧米で基本中の基本とされることが定着せず守られていないので、
徹底してほしい。
公共調達や賄賂・腐敗行為のルールが緩すぎるのではないか。
その他入管、実習生の人権など、国際的にみて当然の水準のルールを導入してほしい。

経済政策や税制（消費税の税率など）はテクニカルな問題であるので任せたい。

183

二大政党制の必要性、自民党の対抗政党であることを国民に意識させる必要がある。常に世論を
意識し現実的だが自民党には打てない政策を堂々と訴えるべき。どういう路線なら大多数の国民
が受け入れ可能か先進国の中道又は中道左派政党のやり方を参考とすべき。なお、国会論戦での
政府与党への批判は必要だが、重箱の隅を突くような質問を繰り返すのはマイナス。国民が醒め
た目でみてることに気づくべき。

184

目先の数に焦って連立を組めば、何をしたい政党なのかわからなくなります。はっきりしたヴィ
ジョンを示せるメンバーのみに絞れば、時間はかかっても支持者は増えていくと思います。差別を
許さず、超上流も超下流もいない。働ける人は頑張る、弱い人は支えるのが当たり前。自然豊かで
テクノロジーも上手に使いこなす。そのために、クリーンエネルギーに集中投資する。そんな社会を
望みます。もりかけ問題より未来を語って下さい。
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185

近い将来の政権奪取を見据えた「硬派な政党づくり」をして欲しい。
自民党が弱味を見せている今、もしかしたら「数」で肉薄するも知れないが、いたずらに数を増や
すだけでは将来的に腐敗に導かれそう。実際、現在の立憲民主党でも不祥事がある中で、万人に
納得の行くと言う理想論でしかない政治を掲げるより、もっと身近で達成のできる清廉潔白な政
党を作り上げてほしい

186

自民党のコロナ対応、政治資金（河合夫妻その他）、学術会議などの問題がひどすぎて、なぜこん
な国になってしまったのかと毎日ためいきをついています。自民党は、少子化、教育投資、女性の
社会進出などについて、明確なビジョンを持っておらず、戦前の価値観を引きずっています。立憲
民主党にはとにかく議席を増やして、今の子供たちのためにまともな倫理観や良識のある政治に
なるように働きかけてほしいと思います。

187

枝野代表は月に一度ではなく、ぶら下がりでもよいので記者会見に応じて、意見をどんどん発信
していただきたい。特にネットでは、立憲に対する否定的な報道やコメントが目立ちます。政権構
想を積極的に発信してほしと希望します。
野党は自分たちは何もしないで何でも反対し政府の足を引っ張っていると、特に若い人から聞き
ます。実際にそのようなことはないのに、メディアが対立構造を作った方が報道し易いためそのよ
うな印象を与えているのかもしれません。やっていることが正しく伝わるようなメディア対策が必
要ではないでしょうか。また70年代のような二項対立的な議論も若い人は好みません、国会答弁
もその辺りを意識されてはいかがでしょうか。

188
政策決定過程が不透明。本音は国会議員主権！党首選に投票できると言って党員を集めておき
ながら議員だけの選挙とはまるで詐欺！

189

●２０１７年１０月の、あの枝野先生の言葉「政治家にとって政治理念とは、他の何事にも代えがた
い・曲げてはならない筋である！」に心打たれて党員になりました。　●国民主の様なあんな右派
政党（『皆で靖国神社を参拝する会』のメンバーがウヨウヨ右翼右翼）の方々を入れて欲しくなかっ
たです。　●兎に角、弱い者の味方で在って欲しいです。　●年金制度・生活保護制度は完全撤廃し
て、月額３万円のベーシックインカム制度に！

190

自民に対峙するなら、身内で担がれて上から目線で声を大きくあげるだけで、俺の話を聞け、異な
る意見に耳を傾けられない人、全く仕事ができない人は、公認候補にしないでください。
自浄作用を働かせるためにも、より一層、真摯に投票を呼びかける、1人でも多くの声を聞くとい
う、ソフトで謙虚な姿勢が大切だと思います。今の立憲にそういう顔がいないのが残念。逢坂さん
を代表にするとか？　頭が切れる人よりも大切。

191

政策の前に理念が固まらないのが最大の弱点です。ブレーンの層が薄すぎる。単なるバラマキポ
ピュリズムなら、確実に自公に負けます。小熊英二ぐらいを引き込めるようになってほしいです。
「構想日本」が取り組む「事業仕分け」は、地方での新しい芽を育てることにつながると思いますの
で、連携を求められたらどうでしょう。また環境対策では、日本の産業構造にも切り込んだ重層的
で現実的な政策提言を求めます。

192

まず前回民主党で政権を取った時の総括が出来ていない。
ただ、表に出さなくても、実際に政権の中枢にいたのならば具体的に何が悪かったのかはわかっ
ていると思うので、その経験を元に、現実的な案で今の与党とは違う政策を出してほしい。
また個人的に一番やってほしいのは小選挙区制ではなく、中選挙区制の方が日本人の考え方には
合っていると思うので、その選挙改革を進めてほしい。

193

国のため、国民のために、大所高所から俯瞰した実行可能性のある政策を打ち出してください。最
近の政策はどこか偏りがあるように感じます。また、国会ではきちんとした品のある質疑をしてく
ださい。単なる政権批判を聞くのには飽きてきました。

194 中庸の政治を目指してほしい。

195

以前、立民サポーターに登録していましたが、あまりにも重箱の隅を突いた？権力闘争？でまとま
ることができず、求心力のある政策提言と行動ができないことに「この人達も５５年体制の残滓で
ある野党貴族でしかないのか」と大変失望し今は静観しています。現代は人々の価値観が非常に
分散多面化した社会であり、かつての「団結」や「共闘」がまったく通用しません。新しいレンズで焦
点を合わせないと、どんどん見放されますよ。
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196

立憲民主党は　日本が　今後　海外、特にアジア、中東、アフリカ諸国の経済の成長を助けるととも
に日本自身の産業と経済を発展させることをめざしてください。
そして、そのためには　具体的にどんな産業が今後日本には必要となるのか、また民間と政府が
どのような政策を行えば　いいのか具体的な政策を示してください。

197
離合集散政党では政権は取れない。落ち着いて政治活動をしろ！
枝野君の石頭では、もっと柔軟に信念を持つて当たれ！

198

現在支持率が低迷しているのは政策が悪いからではないと思われます。言っていることが信用さ
れていないからです。と前民主党政権時に多くの公約について、十分に達成することができな
かった、反故にされたことで、有権者が信用ならないと考えるようになった、ということではない
かと存じます。政策の良しあしが評価される以前の問題です。これを変えていくには、着実に実績
を積み重ねるしかありません。

199

立憲民主党が中心となった野党連合勢力がまとまり、受け皿となると多くの人びとが認識できれ
ば、政権交代は実現可能と思います。人びとのいのちを守る。子どもを守り、育てる。というよう
なことを実現する道すじを示すことが必要と思います。重点課題を絞り、実現可能なものから、一
つづつ解決して行くことが重要と思います。アジアの一員としての日本のあり方を踏まえた政治
を求めたいと思います。

200
立党当時の熱意がない。幹部層に国民的支持のある人がいない。枝野代表の後継育成が喫緊の
課題。今のままでは少数野党

201

本来の意味でリベラルであること（近代市民社会の価値、自由、人権、平等）を何よりも重視し、か
つ、立憲主義（ポピュリズムや数の暴力に与しない）を貫いて頂きたいと思います。一方で、経済の
発展や安全保障については現実的なグランドデザインを示してください。特に経済発展について
の施策的な訴求は弱いと感じます。外交についても、欧米や韓国・台湾とは積極的に連携しつつ、
安易に「親中」は示さないで頂きたいと思います。

202

現状、政権与党が自滅しつつあるので、ここで市民の支持を得るためには追い打ちをかけるので
はなく政権担当能力を示すことに注力すべきです。（自民及び維新のコア支持層を除いて）日本人
の国民性として弱っているところにさらに攻撃するのは反感を買いやすいです。無党派層の票を
得るためには寛容さを示すことが大事です。立憲民主党には長期的な戦略を持ち賢く立ち回って
もらいたいと思います。

203

これまで期待してきた政党ですが、ほぼ期待はずれなことばかり。
本気で政権を担う気があるのか甚だ疑問です。次の総選挙でどれだけの議席を確保できるかで、
この先がみえてくるのではないでしょうか。
応援はしますが期待はしません。

204

まず働く市民のための政党であって欲しい。連合は2割の組織率、無党派と重なるその他の労働
者及び労働現場の実情と課題を調査し具体的な要求と中長期の構造改革を構想して欲しい。その
事は地方組織の構築と重なる事になると思うが、市民との連携のあり方についても
もっと考えて欲しい。

205

自民党、政府内閣の進め方も横暴なのできちんと問題点を指摘して反対することも必要だが、先
を見すえて先手を打った政策発表や目指す政府の形などを出していき、単なる野党ではないもの
にしないと、積極的に支援する有権者は増えないと思うので、もう少し政策に魅力を持たせて欲し
い

206

国民の心を掴むには笑顔、情熱、平易な愛ある言葉です。私の周りは日本の未来に不安を抱いて
ます。人間なので間違えるし、格好つかない事もあります。でも、立憲民主党には間違えは速やか
に認めて新たな方策を直ぐに考える、機動的な党になって欲しいです。嘘は1番コスパ悪いです。
大人の喧嘩は見苦しので見せないようにして下さい。品性下劣な言動の党員は直ぐに対処して下
さい。
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207

自分としては立憲民主党の立ち位置は支持していますが、現実問題として御党を支持していない
層に立憲を支持したら利益になると言うニンジンをはっきり示すべきだと考えています。はっきり
言えばカネです。綺麗事だけでは人は付いて来ません。真に国民政党を目指しているならそこを
避けていては政権交代は無理だと思います。

208 30年前の感覚で止まっている政治。そこから脱却せよ。

209 少し大人の政党に。自民党のしたたかさを少し学びましょう

210

政権交代に近づくためには、穏健保守の票も取り込む必要があります。これまでの市民運動の延
長線上では、政策が内輪向けになりやすく、支持は広がりません。
お願いしたいのは3つです。第1に、嘘や隠蔽、利権との決別を明言すること。第2に、穏健保守に
も気を配り、むやみに対立をあおらないこと。最も重要なのは、経済に強くなることです。経済に
弱い政党は信頼できず、国民も政権交代させようとは思わないでしょう。

211 旧民主党政権時代に見られた、「内ゲバ」に現を抜かすような事はご勘弁。

212
問題の指摘や批判にとどまらない、常に政権運営を見据えた建設的、健全で、意見を異にする者
へのリスペクトを忘れない集団であってほしい

213

立憲民主党が立ち上がったときは枝野さんがヒーローに見えるほどでした。現在はそのようには
感じられず、政党としてはどっちつかずの政党であると感じて居ます。マイノリティの人たちが生
きやすい社会を作ってほしいです。自民党の政治にはほとほと嫌気がさしています。選択される
政党になりますように心から期待しています。

214

党内の議員活動に問題行為が発生した時において、他党の議員に求める対応と同一の対応を
行ってほしい。（議員の過去の功績や役職を問わず）ダブルスタンダードと市民に受け取られる対
応は全ての党内活動において行うべきではない。

215 細かいことにこだわっては駄目、大きく構えて強い政党になって下さい。

216

２大政党となり交代が出来るような可能性があるのなら選挙の度に盛り上がりもあり良いが、主
張が少しずつ違うだけでは、これからも政治は変わらない。男女平等に雇用出来ていないように、
ある程度は多数決で決めるような制度では無いようにしていかなければ、変化に乏しいと思いま
す。

217

今の政府の様に、金持ちがより優遇され優雅な生活を送る世の中でなく、弱者に目を向けて弱者
でもより幸福で健康な生活が送れるような世の中でかつ正義が通る政治を作って頂きたい。

218

政権を取ることが目的になった政治など必要ない。本当に必要なのは、国民の付託に応えること
の出来る政治をすることである。なぜあなた達は政治家を志したのか、なんのために政治がある
のか、もう一度それぞれが自分自身に問い直し、真に国民の中に軸足をおいた政治を改めて志し
てほしい。

219 存在感に乏しく残念に思います

220

1.先ず、連立政権の筋道を立てる。
共産党は閣内に入らないとか知恵を絞る。
連合にはハッキリ言って連合の考えを変えさせる。
2.枝野さんは自信を持ち対応する。
相手をやっつけるのではなく、仲間に引き込む度量がいる。
細かい事に配慮する。大学の事は喋らない。
東北大とか青学のとか。
これができない様だとリーダーは他人に譲る。

221

まず、立憲民主は、議員を始めとして、自民党 は違うということを肝に銘じた態度を見せる必要
があります。馬鹿な行動、発言がどれだけ支持者の信頼を失うかを分かっていただきたい。それが
底辺にいる支持者の基礎になると思います。やっぱり同じじゃないかと思わせる行動、発言は何
度もありました。活動は数字で表せるようにすべきです。政策は実施レベル迄落とし込む。政権奪
取には、現権力維持よりも何倍もの力が必要です。

222

政権交代もしくは与党を動揺させる規模の議席を得なければならないと思います。政治家なら
ば、感情的なしがらみは捨てるべきです。冷徹で知的な政党であることを望みます。現与党は、今
の腐敗した状況でなければ犯罪や汚職として裁かれて然るべき行為を行なっています。許されな
いことです。立憲民主党には、現政権をなんとしても退陣させ彼らの犯罪を法のもとに裁く道筋
をつくる責任があります。私も一緒に戦います。
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223
モリ・カケ/桜などと公務員の忖度は日本の民主主義を覆す重大事。白日の下に晒すこと絶対必
要。

224

野党の皆さんは真面目過ぎで、黒か白かと決めすぎる。自民党の上手い(ずるい)ところはいろい
ろな意見があるけど党の元で大筋は合わせている。メディアの目を気にせずに、大きなグループ
の中でいろいろな意見や考えがあっても良いし、私達もそれに拘らない姿勢が必要で、そうでな
いと、現自民党の思う壺です。自民党の一部の暴走、やりたい放題を止めなければなりません。官
僚の人事権なども廃止すべきです。

225

・国民に対して政権運営時の反省がない。
・枝野氏は旧政権時のマイナスイメージがある。代表の座に若手を。小川淳也氏が最適。女性票に
期待。
・小沢一郎、中村喜四郎氏の活用。
・山林の保護、開発に注力。災害の軽減に関連させる。
・細野豪志さんと野田、菅さんたち旧幹部と和解させ、彼を立憲に戻す。幅広いイメージ。

226

今の日本は、シュリンクし続けており、新しいものにチャレンジする勢いがない。キーワードは「多
様化、持続可能性、地球環境を守る、人類、生物の共存、共栄を目指す。」そのためには年寄りは出
来るだけ後ろに下がり、若い人たち先頭に立ちもっと活力と創造力を持って活躍できる社会つく
りを目指すべきなのではないか、と考える。

227

新聞の世論調査ではないので、このような選択肢の意見聴取はあまり良くない。
次の総選挙では野党統一戦線を組むために、立憲民主党の本来の政策を一時凍結することが必
要。例えばセッション1-⑧で原発即時廃止としたら国民民主党とは共闘できない。またセッション
2④のBを主張したら日本共産党とは共闘できない。

228 シャドウキャビネットを作り、各大臣の政策をアピールし、与党との違いを訴える。

229

①社会民主主義を広め深めてほしい。
・コロナ禍で特に苦しんでるシフト制や雇用保険のメリットを受けにくい人達を
スティグマを感じない方法で援助してください。
・現にドイツ🇩🇪，スエーデンで施行している施策がを前向きに導入してほしい。
②歳入増が必要ですが立憲民主党が音頭をとって超党派的議論を開催し解決を図るべき。
③政治への信頼が決定的に得られていない。
国民的議論を深めるにはどうすればいいか

230

権力者を縛る憲法を尊重し、人権を最優先し、自公のような戦争で脅威を排除しようとせず、全て
の国々と共に発展することを目指す「和を以て貴しとなす」党であることを全ての人が納得できる
ようなフレーズや文章を考えて公表して欲しい。

231
政府、行政の問題について、批判・追求が物足りない、弱い。足下をしっかり固めて、反論を許さな
いような論陣を張っていいただきたい。お願いします。

232

ボトムアップも勿論大事だとは思いますが、党の軸となる「日本の未来へのビジョン」を示してほし
いです。与党の不正を正すのは野党の責任であると思いますが、それよりも日本の老若男女が日
本の未来に希望を抱けるようなビジョンが今必要です。自民党に感じない倫理観こそ立憲民主党
の対抗軸となりえます。当たり前に国民の生命を守る姿勢を示してください。政権交代はそれか
らです。応援しています。

233 国をリードする勇気を持って欲しい。

234

明らかに問題がありそうな方が立憲民主党に居られる事が大きなマイナスになっていると思いま
す。（以下は「がんばれ立憲民主党の会」の方へのコメントとなります。今回のアンケートの案内文
書は私たち国民の為というよりも立憲民主党の為と読める書きぶりで、嫌悪感すら覚えました。
問題がありそうな方が立憲民主党から外れれば応援するという声も山ほど聞こえますが、その点
は意図的にアンケートから外されたのでしょうか？）

235

枝野代表は、「保守本流」と著書に書いているが、敢えて強調することはないと思います。目指す
社会像をもっと具体的にわかりやすく国民に提示してほしい。基本的な考え方は、新自由主義と
決別し、安心して暮らせる社会をどう作りあげていくのかを強く発信してほしい。

236
立憲民主党に限らず選挙用のｷｬｯﾁーな言葉には空々しさを感じ、選挙の勝敗だけに拘っているよ
うに思えます。立憲民主党が目指す方向を分かりやすい言葉で発信してください。
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237

地元のパートナーズや支持者とあまり繋がれないまま、ここまできてしまった事が残念です。
街宣でも立憲民主党を知っている市民があまりいないと感じます。まして党の綱領や活動を知っ
ている市民はほとんどいません。
今年は、投票率を上げるような活動をしたいと思いますが、どのような方法が効果的なのか知り
たいです。

238
もっと支援者からお金をとれる体制を作った方がいいです。党員若しくはライトな課金サポーター
を集めて欲しい。

239

政治的に与党がこんなに迷走しているにもかかわらず野党第一党の立憲民主党の支持率が伸び
ないのは、国民に届く主張ができていないものと思います。特に高齢男性に支持が偏っているの
には将来が危ぶまれます。
私を含めて高齢男性はややもすれば理念とか主張の整合性を求めてしまうのかもしれません。そ
れが若い人や女性に響かないのか。
財政規律を考えると消費税低減は大衆迎合的で賛同できない主張ですが、それでも清濁併せ飲

240

立憲民主党が「前衛」政党であることは求めていません。庶民の声を代弁し，社会の良識を実践す
る政党であって欲しい。税の直間比率の見直しは賛成でも，消費税廃止や引き下げには反対です。
消費税は「社会保障税」として，年金・健保掛金の引き下げに充てて欲しい。安保法制に代わる法
制が現在の東アジアの情勢から見れば必要です。米軍に引きずられず，なおかつ，米軍との信頼を
維持してこの地域の民主主義を守って欲しい。

241

残念ながら投票に興味を持たない人たちが私の身の回りにもいます。支持を広げるには、今まで
の訴え方ではリーチできていない無党派層にどうやったら響く（「刺さる」）コミュニケーションが出
来るか、彼らの視点にたって考えることが必要だと思います。

242

何はともあれ、まずは政権交代を目指すこと。そのためにできることは、タブーを恐れずすべてや
る。あとは、国民に夢と希望のある社会像を発信する。絵に描いた餅では仕方がないが、生活して
いく上で、未来に希望を持たなければ日本は終わる。また、党の顔を替えることも選択肢。枝野さ
んには一歩下がって重しになってもらい、ニューリーダーをアピールすることも考える。そのため
に、若手の成長を期待する。

243

「明確で支持される政策」は理想として求めていいですが、そうしなければ評価しないという立場
は「応援」とは違うなと感じます。今の目標は「政権を民主主義者が取り戻すこと」議論を尽くす姿
勢を取り戻すこと、その上で政策はできあがるモノで、党の支持者が溜飲を下げるモノではありま
せん。先ほどのアンケートは正直よくわからないないものも多く、ある程度はお任せになりますた
だその経過をまっとうに見せてください。勝って！

244
対立軸を提示できていないし、都会のサラリーマン層や弱者を糾合できていない。また、消費税を
下げるなら代替財源を明示すべき。

245 米国支配の戦後構造から脱却して、民主主義を勝ち取れ！

246

前回政権を取った際には、政権を非難することには慣れているが、作り上げること、官僚の心を掌
握する力には欠けるなと感じました。野党としてのあり方と与党になった時のあり方が同じではう
まくいかないと思います。
総裁候補、大臣候補になりえる人材の顔も見えてこないですし、応援はしていますが、政権交代を
望むかといわれると疑問符がつく状態です。無党派層の心を動かせるような基軸がないと感じま
す。

247

第1回の党大会(?)にまで参加させて頂いたのですが選挙の協力要請や、献金の案内等々が全然
来ません。立憲民主党はボトムアップなのでしょうか？
「政権を取ったあとどうするのか？」が全然見えてきません。一般の有権者はもっと見えていない
と思います。今はもう支持していると明確に言えなくなってしまいました。（選挙では投票すると
思いますが）2000字ではなく200字までしか入力できないようなのでこの辺で…

248

セクション１の⑧は、「40年越原発の再稼働を認めない、新増設を認めない」なら、A。再エネに時
間を要するから、つなぎが必要。これがより実施可能で〇〇が高く。現実的。
公約は、総花的では駄目。ポイントを絞ったほうが良い。それが今は、コロナだ。市民は多くのこと
を実感しにくいから、アピール力が低下する。
立憲民主が政権をとったときの構想を具体的に示して（例：シャドーキャビネットを作る）、市民に
イメージを実感を持てるようにした方が良い。

249
日本の民主主義を壊した安倍、菅首相の自民党からの国民第一の政権を樹立すること。強権政治
の終焉を求める。
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250

1.私は立憲党支援への熱意は普遍ですが自民政権による多くの失点が何故に御党に寄与しない
のか不思議です。そこのところを本アンケートを参考にしていただければ。
2.自民党は2011年の福島原発事故発生時自民党政権としての検証はあえて10年後（2011年
だと非難されます）に行うと表明したはずです。年末に糾弾すべきでは。

251

まず、「政権をとるとはどういうことか」を議員全員(秘書さんも含めて)で考えて行動してもらい
たいです。頑張っておられる議員さんがほとんどなのは承知しておりますが、政権をとった事を想
定して行動しているのかなと思う事があるのです。

そして、SNSよりもリアルを大事にしてください。
SNSで声の大きい人たちに振り回されないで、地元の人たちと向き合ってください。

252
総選挙での躍進を実現させましょう。それにはまだまだ足腰が弱い。多様な方が立候補出来る環
境づくりを進めて下さい。

253 国民と共に歩む姿勢をより明確にしていただきたい。

254

従来の支持基盤にばかり忖度しているように見えて、それが大事なのであれば、未来を描く構想
にとってどうつながるのか、身内の議員の地位を守るだけ？と感じます

積もり積もった悪弊は、この際全部洗濯してほしい。
黒塗りはばぁぁぁっとはがして、もっとオープンにして、みっともないこともさらけ出して、国民の
知恵を借りて、一緒に進みませんか

255
現実味の無い、夢のような公約ではなく、国民一人ひとりの生活向上のため、引き続き立憲民主
党に想いを託します。

256

アンケートの発案者が私の気持ちの一端を表してくれています。人数を確保するということは大
事なことなのでしょうが、旧民主党時代の人々が多数を占める限り、立民に未来はないと思いま
す。医師、看護師、教師、保育士、介護士、弁護士、企業人、官僚、農業経営……特定の分野のプロ
で、その分野で常々感じている問題を政治の場面で解決したいと考える人たちを発掘、議員とし
て育てて頂ければ、もっと底力のある党になれるのでは。

257 政権を取る、議会で多数派となるといった「自党優先」ではなく、まず「1つでも自公の議席を減ら
し、現政権の、横暴、専横をストップする」ことを目標とし、有権者に協力を求めて欲しい。

258

支持率が伸びない原因は、立民の教師的な姿勢だと思います。立民の主張が自民より正しいこと
は分かっているが、その正しさが押し付けがましくて気にくわない。調整不足な幹部の発言や連合
と共産との板挟みなどのゴタゴタは、こうした不支持層の自己肯定に利用されている。その点、自
民は出来の悪い生徒で親近感がある。国民はダメな自分の肯定や共感を求めていて、今の立民は
その対極にある気がします。

259

自民党に対抗する党として応援しましたが
全然芯が通っておらずガッカリすることばかりで、最近では情報を追うことすらしてません。

最近、良い事言うなと思ったら
だいたい共産党の志位さんです。あれくらいハッキリとした意見を持たないのであれば、じゃあ自
民党で良いとなってしまうのではないでしょうか？

260 軸足がはっきりしない。

261

昔の社会党とダブって見える。いつまでも組織労働者に頼っていては時代に取り残される。誰を
中心に据えて戦略を立てるのかを明確にすることが必要。組織労働者や派遣労働者を中心にした
戦略では、大多数のの「市民」の共感を得られない。

262

投票率アップのためにどうしたらいいか、勝てる選挙を本気で考えてください。党首交代くらいの
英断が必要かもしれません。
今回を逃したら日本は終わると思います。

263
党首を辻元清美に変えるべき。なぜなら、適切な一般人にも理解し易い言葉で語る、存在が明確。
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264

意見を聞いてみてほしい人たちがいます。鳥取の書店「汽水空港」の店主モリテツヤさん。足立区
の畑付きエコアパート「花園荘」大家の平田裕之さん。埼玉県日高市の「たねの森」店主の紙さん夫
妻。町田市の認知症デイサービス「DAYS BLG！」所長の前田さん。埼玉の「BABAラボ」の桑原
さん。相模原で「さとやま農学校」を主宰する須藤さん。どなたも先進的な取り組みをなさってい
ます。

265

今年の選挙で政権交代を目指してもらいたい。枝野代表はじめ現執行部では有権者の強い支持
は残念ながら得られないように思うので、有権者が信頼し、期待できるような世代交代の道筋を
早めに示してもらいたい。

266
原発ゼロや改憲反対をきちんと党内で統一する。違うことをいう党員がいるのではブレブレ。共
産党と連携し共産党を内部から改革して欲しい。

267

労働貴族である連合と手を切らない限り庶民の味方にはなれず、自民党の補完勢力としか思えま
せん。
地方の首長選で自民党と相乗りするなんてあり得ません!　本当にガッカリします。
自民党のせいで日本は崖っぷちです。今秋の選挙は復活できるかどうかの最後のチャンスです。
国民の命と生活を守り、日本の復興のために、イデオロギー論議は抜きに、とにかく反自民で結集
してください！

268

やむを得ないのかもしれませんが、安住国会対策委員長や蓮舫議員など、聞いていて耳障りな罵
る系の批判発言は、けして共感を呼ぶ言葉には思えません。もう少ししなやかにスマートに、心に
残る重厚な話し方をしていただけないものかと思います。
長年の文部行政の結果として、若年層の政治的無知化と保守化は深刻です。若年層の支持を拡大
する方策はないものでしょうか。

269

◎脱原発・自然再生エネルギーへの旗幟を鮮明にする。次代の主力エネルギー・産業なのに日本は
大きく遅れを取っている。
◎熟議型世論調査の復活。
◎今の段階から政権に付いた時の閣僚名簿を発表すべき。選挙の当落や連立政権のあり方によっ
て変更を余儀なくされるだろうが立憲民主党単独の場合として発表すればいい。今、立憲民主党
が政権を取ればこうするという姿勢を国民に示し続けなければ、国民もその気にはならない。

270

自公政権がいかに国民のことを考えずに自分たちの利益を第一に考え政治を行ってきたのかを
さらに追及し明らかにしてほしい。
連合の支持を受けようとするがために政策がぶれているような印象があるので、国民一人一人か
ら支持される政策を打ち出してぶれずに遂行してほしい。
SNSでの発信については言葉を慎重に選んで、場合によってはその発信が本当に必要かを熟慮
してから発信をしてほしい。

271

旧民主党のイメージが強すぎて、支持が広がらないのではないか。政権を狙うのなら、日本のオー
ドリー・タン氏が出てくるような予感を出して欲しい。どうしても権力のある健常者の男性が実権
を握っている党に見えてしまう。

272

票を取り、権力を取ることに貪欲になって欲しい。LGBTQとか女性施策に注力するのは構わな
いが、有権者の期待の優先順位は、生活、景気、仕事、要するにカネであると思う。れいわはその
点、明け透けなく訴求している。民間の商売で常識たるＣＳ（顧客満足）を重んじて欲しいというこ
とに尽きる。多様性や抽象的な理念は大事だが、これだけで満足していては響かないし、権力は無
理だ。結果、永久に実現しないままとなる。

273

自民党・公明党・維新の政治を葬り去り、嘘をつかない、改竄しない、記録を残すなどの民主主義
にとって当たり前の事柄を守る政治を作ってほしい。さらに、差別を許さない、戦争をしない、原
発のない日本社会を実現してほしい。

274 今回政権取れなかったら、一気に衰退する覚悟を

275

対案とかヌルいこと言ってないで、ひたすら政府与党を批判せよ。イギリスの野党は兎に角批判
だ。日本の自民党も野党時代に凄まじい批判を政府に浴びせて倒閣運動して短期間で政権を取り
戻した。（1994年と2014年。）素晴らしい政策なんてどうせマスコミは報じてくれない。「批判
ばっかり」と揶揄された時のために、政権を担う次の内閣はちゃんと構成しておいて、かつ政策も
密かに作っておく。でも国会では批判が第一！
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276

　今すぐ、連立政権のシャドーキャビネットを立ち上げて、立憲民主党並びに協力野党のメンバー
で組閣を行い、小沢一郎の意見を十分に聴き、将来の政策を協議し明確にする。
　政権交代することを世間に知らしめ、わかりやすい政策を揚げて無党派層が投票に行く気を促
し、投票率を上げるように訴える。
　現在の野党の勢力を終結し野党の各党首は街頭に出て政策を訴える。
　例：消費税撤廃、国家組織改革や腐敗防止などの政策

277

次期総選挙で政権を取ると言う熱意を感じない。岡田克也氏や中村喜四郎氏は、次期総選挙では
自公に勝手な事をさせないだけの議席を得る、と言うような意向をお持ちのようですが、自公政
権が追い詰められても解散を選択する事はあり得ないと思うので、それではもう4年の自公政権
を許すだけになると思う。小沢さんのように、なんとしても政権を取るのだ、との気迫が欲しい。

278

真の国民政党になるためには、特定の組織を気にしながら政策を立案することは、やめるべきか
と思います。
また、民主党政権時の振り返りをきちんと行い、何が足りていなくて、それを補うにはどうすれば
よいのか。ということを検証しないと、批判をする方々に対抗できないのではないかと考えます。

279 インテリのための政党ではなく、真に庶民のための政治を目指してください。

280

今日は最初の方針を大きく転換し巨大な党、連合のバックアップを受ける形となりました。懸念は
市民より連合の意思を組もうとする姿が見えることです。自民党と経団連のような関係はお断り
です。
また日頃からヨロンを賑わすような消費減税、地方選挙の推薦の形など全国の有権者が見守るこ
とに対し細やかに態度を説明して頂きたいと思っております。立派な綱領とは別に行動で腑に落
ちないことが多いと有権者は離れていきます。

281 とにかく一時的にでも自民党政権を倒す。そのためにはあらゆる手段を使ってください。

282

各選挙の投票率を見ると、政治に対する国民の主権意識は危機的状況にあると思います。本当
は、国民全てが政治によって様々なことを感じているのにもかかわらず、ただ感じているという
「政治感覚」に、これまでの政治がさせてしまったように思います。ボトムアップもなかなか困難な
感じがします。

283
最大結集を諮る努力をしてくれているのだと思うが、この辺が見えないし、焦点惚けの原因でしょ
うか。発信に未来展望が見えない。

284
今、政治は酷すぎます。オリンピックも止められないなら戦争も止められないのでは、というツイー
トにはっとします。まっとうな政治を私たちの手に。

285

当初海外の少数政党のように「草の根」や「ボトムアップ」を連呼していた頃は、ここまで大きくなる
とは予想していなかった。運が良かったと思う。与党の新自由主義路線に対抗して、「たすけあい」
路線を打ち出したことで対立軸が鮮明になったのは良かった。しかし、この路線は財政を圧迫しそ
うな印象を与えるので、数字を示して現実的な政策だと有権者に納得してもらえるかが鍵だろ
う。

286

ゼロコロナを目指す『野党コロナ対策専門部会』を作って自民党の対策とは全く異なるコロナ対策
をして欲しい。ダメな小池都知事や黒岩知事とは異なり鳥取県、広島県、和歌山県などの優秀な知
事や山中教授など著名な専門家を招いてもっとメディアを活用し国民に直接訴えていただきた
い。今の専門家部会の方々や政府はまったくとして検査拡大をしようとしない。特にテレビ番組で
立件民主のコロナ対策をアピールしてもらいたい。

287

私は30代の契約社員で、中学から不登校になり仕事を転々としている。今の社会では、一度道を
外れてしまうと、復学や正社員になるのは難しく、何がしたいかではなく、生きていくために何が
出来るか探すしかない。あらゆる環境・年代の人が様々な選択肢を持てるように、社会を変えて欲
しい。不登校児向けのオンライン授業、リカレント教育のための学費支援、返済義務のない奨学金
の増設など、学問に関わる政策の充実を願っている。
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288

何が何でも政権をとる、自公の悪政を正すの一点で、共産党とも良い関係を取って欲しい。立党
時の恩人でもあるのでは？
連合も大切だか、各種市民団体との連携も大切にして欲しい。無党派が動かない限り、党勢の拡
大は難しい。
政権を取った場合、民主党の轍を踏まないように、官僚を尊重した運営を望む。
立憲に内部で汗をかける人材がいるのか心配。
立憲には海外要人とのパイプはあるのだろうか？

289

このアンケートに非常に不満です。雑な質問、特に消費税については安易な争点化を避けるべき
であり、「枝野ビジョン」で示された論点を踏まえて議論すべきです。それ以外の設問も大衆迎合
的な議論に終始するものと思います。
立憲のボトムアップな議論は、個人の発言を主体とし、安易なアンケートで集約する方法とは対極
にあってほしいと思います。
立憲には、このような数頼みのアンケート結果に左右されない熟議を期待します。

290

政策課題があまりに多岐にわたる実状はわかりますし、野党が少ない人的資源でやれることが限
られることもわかります。ですが、今生きているけど、しんどくてどうしようもない人がまずは、何
とかなるよう、手を尽くして欲しい。

291 本多議員の措置に関しては行き過ぎでした。報告書もいい加減です。

292

「誰が税負担すべきか」と言う観点で、消費税の廃止をはじめとした財政改革を考えてほしい。
タイミングは難しいですが、アメリカに大政党のような大々的な予備選のような者を行い、若い優
秀な政治家がいることを、知らしめ、そして育ててほしい。
何よりこのアンケートのようにwebなどで意見を聞いていただけると、働く世代も意見出しやす
くてありがたいです！

293
「立憲民主党」は「自由民主党」という価値観あるいは世界観と同じくらいの大きさで対立してい
ないので、二大政党制といえないと思います。価値観を明示してください。

294

様々な事情や戦略の中で、本望ではない、周囲が疑問に思う意思決定をせざるを得ないことがあ
るかもしれません。しかしその際、せめてその決定がなされたプロセスを後から検証できるような
意思決定を、党内の最重要規律とするようお願いいたします。それは、政府与党による公文書改ざ
んやコロナ禍での不透明な意思決定を批判してきた党として、後ろ指を指されず市民の代表とし
て立ち回っていくうえで不可欠なエートスだと考えます。

295
本多議員の公認内定取り消しは再考すべきと思います。議論の前提を無視して発言の一部を、し
かも批判されているから切り捨てるという姿勢には、幻滅しました。

296

政権の粗が多すぎて、その追及や是正で精一杯の印象。努力は伝わってくるし、コアな支持者はそ
れでいいのかもしれないが、広く不動層を掴むような前向きかつ具体的な発信やパフォーマンス
は不足。
またコロナへの真剣な向き合いは評価するが、「ゼロコロナ」はいかにも語感が軽いうえに感染症
対策の現実から遊離しており、秋には選挙民から半笑いされかねない。速やかに潔く撤回して、看
板を掛け替えるべき。

297
五輪中止など言わねばならないことははっきり言ってください。政権交代の必要を強く感じます。
粘り強く応援します。
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⾃由記⼊ その他（政策に関するとも党運営に関するとも⾔えない）もの まとめ
n=199の回答のうち、22件
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その他

1
応援したいと思っているがコロナもありその機会がない
もう少し身近に気軽に接することができないかと思う。（今は遠い存在です）

2
①原子力発電即廃止！②日本の総理大臣の知性の欠如とコミュニケーションの低さをどうにか
して欲しい。ハズカシィー！（安部、菅、麻生。森…）

3 政権から自公を消してくれ。

4

私も金権・独断的な自民党政権にはうんざりしています。特にアベさんは最低であの長期政権で
公務員が変質したとさえ思っています。（公務員がかわいそうとも思います）立憲！がんばって
下さい。

5 セクション2-①　？

6

・天皇制は人権侵害なので、男系・女系に関わらず反対です。
・反自民という形で連合政権を作らなければ自民に勝てないのでは？その点志位さんは腹をく
くっておられるように見えます。玉木雄一郎氏の「共産党とは組めない」発言には失望しました。
・小川淳也さんのファンです。地元から応援しています。

7

※村、町、市、県の議員の増（底上げ）足元強化！
※立憲民主党結党時から初めてのたより（各選挙に対して連絡なし）残念に思っていた。
セクション2-③　国民民主党×　れいわ新選組×

8
残念ながら強権の中国に恐怖を感じる。民主主義を守るためには、中国が変わらなければ、米国
につくしかない。※選挙では、再度、10万円支給を公約にしてほしい。

9 存在感が薄い。人も党も話題性に乏しく、話のネタになることもない。

10

枝野さんが党を立ち上げた時はうれしくて泣いてしまいました。10月の有楽町での街宣でボラ
ンティアとして会場整理に就いていました。周囲は活気に溢れていました。ただ次第に選挙で票
を取ることばかり意識してか万人受けするような発言が目立つようになり。又、労働者の見方で
はなく連合の顔色ばかり見るようになってきたと思います。私は千葉○在住ですので、寝る間も
惜しんで活動している小西さん等立派な方を見てきましたが奥野さんのような仕事もしない方
も知っています。議員の方ももう少し危機感を持ってほしいと思っています。

11
頭の悪いごうまんな人たちが作った、今のカルト宗教のような政治では、必ず日本は滅びます。
まずはとりあえず理性で動く日本にしてほしいです。

12 政権交代に期待しています。

13

前原誠司さんは政策はあまり共感できないのですが、京都市会議員だったころから街頭演説を
定期的にし続けている点はすばらしいと思って、尊敬しています。有権者は聞いていないようで
聞いており、見ていないようで見ています。

14

現在の「連合」を見切って下さい。リベラル保守の立場から理念・理想・理想を語るとともに、市民
個人の生活を守る（支える）政策を一般市民に向けて訴えていただきたいです。目先にとらわれ
ないで！

15

私も含め、多くの日本人が本当に幼いころから民主的に育ってきたか、政治について自分の身近
なものとして考えてきたかというと、残念ながら「否」というしかありません。男女同権を例に
とっても、政治が悪いのではなく「ジェンダーギャップ」を生んでいるものは私たち一人ひとりの
中にあると思うのです。本当の民主主義とはどうあるべきか考えることもなく（今民主主義が壊
されようとしているのに）危機感を持つ事もなく日々の生活に追われている人も多いでしょう。
「ボトムアップ」といってもその土壌ができているのでしょうか？むしろ、立憲民主党が中心にな
り「民主主義とは何か」「憲法はなぜ大切なのか」等基本的なことから啓もうすることも必要なの
では？そもそも「日本国憲法」をちゃんと読んだことのある国民がどのくらいるのでしょうか？
野党の方々一人ひとりが「れいわ」の山本太郎氏のように活動し、民主主義を語りかけてほしい
です。

16 別紙「アンケートの感想と立憲民主党に望むもの」に書きました。

17
質問に誠意をもって対応できないような人々が国を操るのは我慢なりません。日本という国を3
流にする今の自公は即刻退陣してほしいです。
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18

黒潮のエネルギーは1日分で日本の1年間分のエネルギーに匹敵するそうです。1日分の365分
の1を利用できれば単純計算では十分ということになります。国民の為には国営ないしは公営に
すべきで、水道も私営（民間）なんてとんでもないと思います。時間がないので無礼お許しくださ
い。
1人で立党し熱く語った枝野氏は、何処へ行ってしまったのか?
保守の策略に弄され頑なに「共産覚排除」に拘る・・・余りに知恵が無さ過ぎ!イスラエルの「超野
党結集」を見習え!と言いたい。「党」は政策が違うのは当然・!何が違い何が共通かを、堂々と語
ればいいだけ!これは、したたかな「自民・公明」を見習えばいいしそれも例として「指摘」してやれ
ばいい。政治家は、良くも悪くも「言葉」の使い方次第。「ああ言えばこう言う」の手本を示して欲
しい。
優秀な枝野氏の言は(一定の知性ある)リペラル系には届く。しかし森喜朗以降の二十数年間で、
確実に国民の意識(頭・学力、学歴ではない)レベルは下降(劣化)しており、50才以下は「小泉・
麻生・安倍」等の、単純・短絡な「言葉遣い」が好き、というかそれしか知らない世代も多い。又、戦
後から続く長い間の自民政治の策略-・洗脳で、国民は「指示待ち症候群」と化し自らの「頭」で考
えない・考える事を止めている・考える力が育ってない。だから投票率も50%前後で、最近は更
に下回る。国民の半数以下が「モノ事を考えない→判断しない・出来ない上無関心層なのであ
る。嘆かわしい!
＝これは野覚の責任でもあります＝
そんな5割の国民に対する戦略テクとして、自公の些末な言行にはあまり翻弄されず、一々言葉
だけで又声高に・「反撃」しない方が良い。特に、枝野氏・蓮舫氏は声質が高く、時に私でさえ
「チョッと勘弁!」という感じがある。"ここは声を「大」にして言いたい!)"出来る限り「声質・トーン」
を下げ、スピードも「ゆっくり」と、言葉は厳選・縮小して選び「最小限」に、そして最大限の「効果」
を得る「表現」を絞り出して欲しい。
この場合も、大嫌いで信用ならない「敵」である、「小池都知事」も見習うべき点がある。どんなス
キャンダルもコロナ対策失政も意に返さず、記者会見では毎回「平然」且つ「淡々」と、退屈で意味
の無い「答弁」をしてるが、それでも高支持率を維持しているのである。要するに今の人々はこん
な「話し方」に駅染むのだ。残念ながら、話の内容や何をしたか「以前」の問題だ。無意識に「感情
むき出し型」や、腕えば「悪役(アベとか)」相手でも「吊し上げ的」反論・反撃は、受け付けない体質
に変貎している、という見方も考慮すべき。(私独自の見方だが…)
民主覚を応援し,ガッカリし…しかし私は大方の見る・言う「失望」ではない。未だに当時の政権が
言われる程の「失政」と思ってない。言われ過ぎを放置したままなので、例の「大悪人」にまで「最
悪の・・」などと言わせる!
この時も何故,真っ当に「反論(勿論、・穏やかに整然と)」しないのか、見ていて腹が立った。

19 99％のための経済政策フォーラム　第9回学習会　資料添付
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20

セクション3
記入欄が狭いことで別に書く。迷惑と思うし果たしてこれを立憲民主党の役員に提示して効果は
ないよ。
・党にはホームページを利用して、何度かメールしているが、党首選任に問題はないのか?。現在
はやりたい人を選任しているが、果たして?やってもらいたい人はいないのか。現党首は、国民
民主の党首と同じで、自分が党首でいたい人です。党を作った意識が強いみたいで党首でいた
い人みたいだが、今までの実績でふさわしいだろうか。有権者の意識をくみ取り、反映している
だろうか。民主党時代、初代党首の功労人事、菅政権の目立ちたがり政権、野田政権の投げ捨て
政権。野田政権が今の立憲に対する国民のあきらめを作った最大に罪を作った。ところが、場山
以外、自分の失政の反省もせず、相変わらず議員として、高給をとっている。それは自民も同じ。
自民は議員の定年制を党内で決めているにも関わらず、長老議員は従わず、日本をダメにして
いる。世界の政治は保守化というか、右傾化が顕著になっている。稀有する兆候。
・立憲民主党や野党の現況は国会で何をしているか。昨今の自民・安倍総理及び菅官房長官の国
民を裏切る犯罪。及び官僚を人事権もって従わせる。政権に近い人の犯罪や、自身の犯罪を不問
にするための警察庁、検察庁、裁判所の人事の操作。それら国民は皆知っている犯罪なのに、与
党・野党問わず、追求できない。以前なら、自民の中にも現在の派閥と違う形のカの均衡した派
閥があり、自浄作用があったが、今の派閥には全く無い。韓国・文政権と同じことをしている。安
倍政権は能力はないのだが、それを本人は知らないで、岸、佐藤の49光で勘違いしている。確か
にはぐらかし能力、ごまかし能力は、嘘八百方言能力は誰にもまねできない。菅総理も同様であ
る。嘘ばかりです。自分のしてきた悪を、表では知らないふり。厚顔無恥。それでも、安倍再登場
を画策する、自民と議員がいるとか。考えられない日本の恥だ。世界に知られたくない。
・広島県選出の河合議員問題。1億五千万円の半分は安倍総理に還流している問題。政権に近い
電通独り勝ち問題。パソナの問題。
・国会での政権や政策をただす能力がないのではないか。昔の政治家は、問題を追及する能力が
あった。取材力もあり、今のように週刊誌や新聞記事を材料に政権を追求ばかりでなかった。そ
んなことは記事を読めば国民はわかること。それをどうするのか。どうさせるのか。それがこれ
からの政治家として追及していく仕事。それをすべて嘘やはぐらかせることで、逃げられる。
・派遣労働制度は、絶対やめるべき。企業や雇う側は得するが、働く者の権利がまるでない。同じ
仕事や、同じ資格を取らないと、働けないのに、正規と派遣で、天と地の差が生涯うまれる。
・過疎化対策、少子高齢化対策、東京一極集中に対する、対策がない。高齢化対策は、日本だけの
問題でないことから、日本がどのような対策をこうじるのか欧州の国も参考にしようとしたが、
参考にならなかった。なにもしないから。先進国はみな、高齢化社会問題に悩んでいるが、有効
な対策を打てないでいる。ヨーロッパも韓国もアメリカも。もちろん中国も一人っ子政策の影響

21
共産党は名前を変えて日米関係を基本としながらもアジアとの関係も考慮した外交　共助公助
自助の社会　地方への権限委譲

22

概して日本人は感情的情緒的議論を好む。論理的科学的議論に徹していただきた。国会、記者会
見等での質疑応答はまるで学芸会である。予め質問内容を出さねばならないと聞いている。な
ぜ撤廃しないのか。菅総理を筆頭とする国会での返答は答えになっていない。なぜ、さらに追求
しないで、尻切れトンボに終わるのか。筋書きなしで、本当の議論ができる議員は稀である。
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当会への応援

1

岐阜5区で25才の女性が総選挙への出馬表明を致しました。4/4に枝野代表同席での記者会見
でしたが以降立憲民主党としてどのようにサポートして来たのですか？以降駅前や交差点など
で１人で手振りをしてはいますが党としてどのように選挙活動をリードしていこうとしているの
か全然見えないように思われます。当選に向けて有権者に対しての本気度を見せてください。

2

経済的弱者を減らしてほしい。肩を持つお友達政治、聴く耳を知らない脅し政治、コロナの現状
を直視できない非学習政治など、世界常識を通用させて変えていってほしい。政策立案・行動時
に、”連合”が要らぬブレーキをかける存在に見えてしようがない。

3

（別紙）(1)以前、枝野代表がネット番組（たかまつななさんの番組だったと思います）に出演した
とき、「民主党の時は期待値をあげすぎた。だから失敗した。今はあまり期待値を上げないように
している」と発言していました。そのときは心底がっかりしました。そんなことでは政権はとれな
いと思います。
(2)枝野代表は連合に対して気を遣いすぎている印象を免れません。このままでいくと、立憲民
主党は連合の下部組織のようなイメージをもたれると危惧します。とくに国民民主党との合流の
後にその傾向が強まっています。国民の中には連合に反感をもっている人も多いので、連合色が
強まりすぎると政権をとれないと思います。

4

貴会の主旨に賛同します。アンケートに関する党への意見としては特に原発へのスタンスとそれ
に絡む連合への対応は歯がゆいものがあります。連合に対しては原発後の産業と雇用について
ビジョンを示し、原発関連労組に逆提案するなど労組側の不安に切り込む姿勢が必要と考えま
す。

5

与党の失政に対し「責任を求める」というスタンスよりその失敗を受けてどうすべきかを提案す
る政党であってほしい。それよりも先に大局的な国家観や政府像を示す必要がありそう。立憲民
主党の危機感よりお金と手間を惜しまずこのようなアンケートを実行することに敬意を持ちま
す。お疲れ様＆ありがとうございます。

6

立憲民主党に期待できないと思っています。消費税は0がいいと思います。5％では効果が期待
できないと思います。効果とは国民に対しての訴えが届かないと思います。通販生活のカタログ
ハウスの方が名を連ねてらっしゃるので回答いたしました。

7
ゆ党やエセ与党とは一線を画すべき
日共と手を組むことも考えるべき

8
「がんばれ立憲民主党の会」がんばって下さい！最近、立憲にもどかしさを感じておりましたの
で、このような活動に感謝します。

9

（別紙）おつかれさまです。まず、収支報告書に、私のような少額寄付者の名前まで、でているの
ですね。初めて知りました。びっくりです。それはさておき…。党勢が、伸び悩んでいることに、私
もモヤモヤした思いです。一番のネックは、連合との関係だと思っています。連合の加盟組合の
在り方の違いにより、例えば原発の問題も、はっきりした姿勢を出せないままでいますし、連合と
全労連の歴史的関係性により、共産党との共闘もはっきり打ち出せないままです。私自身、労働
運動にもかかわっており、組合運動の重要性は十二分に認識しておりますが、一部のいわゆる
「労働貴族」の存在には、腹立たしい思いも持っております。連合内部にも、そうした人間が巣
食っているように感じています。この際、党は”ナショナルセンター”連合との関係を整理するの
も一つの道だと思います。例えば「つながる本部」内に「労働組合部」を設け、組合ごとに連携を
深めるのも、遠回りではありますが、党の政策を鮮明化する道ではないかと思います。第二に人
事です。マスコミに登場するのは失礼ながら古い顔ばかり。安住さんも辻本さんも蓮舫さんも、
私は嫌いではありませんが、一般の国民から見たら、新鮮さがありません。旧民主党政権を失敗
させた面々ばかりがマスコミで目立っています。（そういうマスコミに報道姿勢にも問題ありです
が…）党にも、小川淳也さんのような優秀な中堅が控えています。若手～中堅を党の要職に登用
するなり、あるいは、ネクストキャビネットを創設して登用するなり、新しいイメージを人事で作っ
ていくのは、重要な課題だと思います。がんばれ立憲民主党さんの活動にも期待します。
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当会への応援

10

このようなアンケートを企画されたことに敬意を表します。私の接するSNSが片寄っている為
か、立憲民主党の存在感は薄く枝野さんや安住さんの言葉に接する機会も少ないです。応援して
いる議員さんはいますが、党としてはあまり期待していません。セクション1に挙げた項目をすべ
て推進するならば全面的に支持します。日本共産党是非協力すべきです。日本共産党が嫌われ
ているのは主観国家として当たり前のことを主張する為アメリカから疎まれているからのように
思います。鳩山政権が短命に終わってしまったのは大変残念でしたがアメリカからの自立を目指
した政治を③に挙げた野党と協力して実施して頂きたいと思います。

11

（新聞切り抜き添付）若者の有権者への政策のご参考にどうぞ。
別紙
この度は、このようなアンケートの機会を下さり、ありがとうございます。私は、皆様とおなじよ
うに、立憲民主党の立ち上げ当初より、応援しています。特に2017年の衆議院選挙前の、有楽
町街頭での枝野さんの演説は今でも忘れていません。民進党分裂や希望の党などの暴風雨のな
か、ついに心から、投票用紙に書ける政党が誕生したことを心なら喜びました。結党間もない、人
手もない、生まれたての政党の為に、ボスター貼り等の手伝いをしようと素直に思いました。まっ
とうな政治・右でも左でもなく、前へ!・上ならではなく草の根ならのボトムアップ!あなたの力が
必要です!自民党的な政治スタンスとは正反対の立場のキャッチフレーズは、とても良かったで
す。
ですから、立憲民主党の活動を否定する気持ちはありませんが、、最近の活動や発言、考えの方
向性など、やや、疑問に思い、不安な気持ちでおりました。しかしながら、今回、がんばれ立憲民
主党の会の発起人の御三方のご意見を同うことができ、まったく同じ方向であることに、大変嬉
しく、心躍る思いになりました。役に立たないなもしれませんが、アンケート用紙にも、回答理由
や意見も添えさせていただきました。あわせて、ご参照ください。
皆々の、後のこ活躍を期待しております。
追伸
わたしの政治への願いを記させていただきます。
私は、毎日、混雑した電車などでの通勤している普通の人々を精神的に金銭的に豊かにすること
が政の役割の一つだと思います。財布の中を暑くすれは、外食に出掛けるなもしれませんし、外
食時にもう一皿追加するかもしれませんし、財布の中を厚くすれは、買い控えしている人への、
消費意欲の背中を押せるなもしれません。低所得者層や中間層の財布を厚くすることが、景気を
支える一つになるなもしれません。
立憲民主党さん
あなにの力が必要ですというキャッチフレーズのように、もっとその"あなた"を頼ってください。
連合などに頼らずに、もっと我々市民を預ってはしいと思います。釈迦に説法かもしれません
が、いかに、みんなに、投票用紙に「立憲民主党」と書いてもらえるかを熟考をお願いいします。
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当会への応援

12

アンケートを送付いただきありがとうございました。私も皆さまと同じ気持ちでおりました。尊い
機会を頂きましたこと感謝申し上げます。
（別紙）
追伸
この度は、思いもかけずアンケートをご送付頂き、これも何かの縁と考え、日頃感じておりました
思いの丈を記させて頂きたいと思います。
①政治信条について
政治家にとって、何が必要不可欠であるかと考えた時、私は「思いやる心」だと思っています。崇
高な政治理念であれ、政治活動であれ、その根底には「思いやる心」が無ければならないと考え
ます。これは、政治家に限らず人間性の原点です。人を「思いやる心」。自然を「思いやる心」。これ
が全ての始まりではないかと思っています。その心があってこそ、初めて国家ビジョンが生まれ、
その為に何を実行すればよいのかが見えてくるのではないか、と思います。そして、その心があ
ればその発言や行動は人々の心に響くものになると確信しています。今の政治家を見ていると、
自己顕示欲を満たすため、或いは権力の掌握が目的であると感じすにはいられない稚拙な政治
家が大勢を占めているように思います。その人々の言動は己の為の物であり、「思いやる心」は
微塵も感じる事が出来ません。多くの国民が政治不信になり、投票率が低率となるのも無理から
ぬ事です。自民党にとっては都合の良い状熊です。
そう考えて、立憲民主党を見た場合に国民の目にどう映っているのでしようか。枝野氏が立憲民
主党を立ち上げた時、そこには国の行く末を案じ国民の為に政治家生命を掛けた熱い思いが感
じられ、それが政治に無関心であった若者にも伝わり、多くの共感を生んだと思います。ですが、
現在の立憲民主党がその時の熱き思いを継続し、国民に発信出来ているかと言えば甚だ疑問で
す。自民党が政権与党に返り咲いて以降、その政治姿勢、実熊は目を覆いたくなる内容です。立
憲民主党には多くのチャンスがあったと思います。にも拘らず現状では、辛うじて野党第一党の
立場は保持してはいるものの、国民から政権交代を任せられる政党としての支持を集めている
かと言えば、言い難い状況です。何故なのでしようか。普通の国民が政治の状況に関する情報を
目にし耳にするのは新聞、テレビ、ネットニュースです。これらは、政権与党によりコントロールさ
れ、与党に都合の良い情報発信になっています。その状況で、立憲民主党は政権与党の不手際を
責め立てているだけで、追い詰める事も出来ず、与党支持者には負け犬の遠吠えに見え、無党派
層には政権交代は程遠いものと映り、支持者は歯痒い思いを募らせ、無関心層は更に無関心に
ならざるを得ない状況を作り出していると思います。それは、立憲民主党からリーダーシップと
覚悟が感じられないからに他なりません。今の立憲民主覚が何を目指して、何を行いたいのか何
も見えてこないのです。国民を思いやり、国を思いやり、世界を思いやる心が何も伝わってきま
せん。結局、立憲民主党の議員も政治家になる事が目的で、「思いやる心」を保持し、その為に政

13
このようなアンケートを頻繁に実施してほしい。アンケートの設問は、もっと詳しい説明を付けて
ほしい。1206

14

(アンケート回収のための切手添付、ご苦労様です)

とにかく政権交代を目指してほしいが、その姿勢・覚悟が見えないのが残念。さらにその器と見
られていないことも残念。安保法の時に野党で手を取り合った時には感動したが、いまでは共産
党とはやらないなどと言うのには心底がっかりしている。とりあえず自民党に代わる政党は立憲
民主党しかないと思うから応援はするが、共産党の協力なしには成し遂げられないと思ってい
る。

15

連合の顔色を伺った政策決定はやめてほしい。法人税や所得税軽減の穴埋めのための消費税は
廃止して下さい。野党第一党としての顔が全く見えない。もっと積極的に他野党と協議し野党勢
力をまとめ上げてほしい。当初、立憲民主党に凄く期待しましたが、がっかりする事が多く、現状
さめた目で見ています。今回のアンケート内容を旗印にし次期衆議院議員選挙を戦うのであれ
ば、野党連合はもちろん立憲民主党も大いに支持したい。

16

このようなアンケートを実行されて、少し立憲民主党に希望が持てます。消費税5%以下、原発廃
止を共通認識として野党共闘をぜひお願いします。右か左かではなく、緊縮財政か積極的な財政
出動かで対立軸をつくってください。国債は借金ではないんだという認識をしっかり持ってくだ
さい。

17

広報が下手すぎる。特にネット戦略においては自民党ネットサポーターにやられっぱなしで歯が
ゆい。広報のプロに任せ、もっとお金をかけるべき。現状でプロに任せているのなら解任し他社
と契約した方がいい。カタログハウスの斎藤氏が広報を担っていただけるのならこれ以上の選択
肢はない
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当会への応援

18

・公約は分かりやすく、かつ、票を集められるものに絞ることも重要と思います。ですので、セク
ション１の回答はAと思いつつもBやCで回答したものもあります。
・何かお手伝いをしたいと思いつつ、なかなか１人だとキッカケが掴めずにいますが、もし何かお
手伝い出来る事があればご協力させて下さい。

19

今まで何回となく立憲民主党のホームページなどに意見具申したことがあるが、いずれも『ご意
見を有難うございます』といった通り一遍の返信があるのみだった。
特に、私が何回も提言したのが今回のようなアンケート調査を行うことで、我々支持者の声を集
約してその結果をフィードバックするということだ。
（その意味で今回のアンケート調査は、念願がかなったようで嬉しい限りだ）

20

「誰が税負担すべきか」と言う観点で、消費税の廃止をはじめとした財政改革を考えてほしい。
タイミングは難しいですが、アメリカに大政党のような大々的な予備選のような者を行い、若い
優秀な政治家がいることを、知らしめ、そして育ててほしい。
何よりこのアンケートのようにwebなどで意見を聞いていただけると、働く世代も意見出しやす
くてありがたいです！
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当会への不満

1

この様なアンケート方式による支持者の意見を集めるのは無意味であると思う。政治家の顔が
見えないことに大いにフラストレーションを感じています。立憲民主党は、オンラインを活用して
双方向で国民支持者とコミュニケーションをして、政策立案をすべきである。世の中、こんなアン
ケートで答えられるほど単純ではない。

2

セクション3
記入欄が狭いことで別に書く。迷惑と思うし果たしてこれを立憲民主党の役員に提示して効果は
ないよ。
・党にはホームページを利用して、何度かメールしているが、党首選任に問題はないのか?。現在
はやりたい人を選任しているが、果たして?やってもらいたい人はいないのか。現党首は、国民
民主の党首と同じで、自分が党首でいたい人です。党を作った意識が強いみたいで党首でいた
い人みたいだが、今までの実績でふさわしいだろうか。有権者の意識をくみ取り、反映している
だろうか。民主党時代、初代党首の功労人事、菅政権の目立ちたがり政権、野田政権の投げ捨て
政権。野田政権が今の立憲に対する国民のあきらめを作った最大に罪を作った。ところが、場山
以外、自分の失政の反省もせず、相変わらず議員として、高給をとっている。それは自民も同じ。
自民は議員の定年制を党内で決めているにも関わらず、長老議員は従わず、日本をダメにして
いる。世界の政治は保守化というか、右傾化が顕著になっている。稀有する兆候。
・立憲民主党や野党の現況は国会で何をしているか。昨今の自民・安倍総理及び菅官房長官の国
民を裏切る犯罪。及び官僚を人事権もって従わせる。政権に近い人の犯罪や、自身の犯罪を不問
にするための警察庁、検察庁、裁判所の人事の操作。それら国民は皆知っている犯罪なのに、与
党・野党問わず、追求できない。以前なら、自民の中にも現在の派閥と違う形のカの均衡した派
閥があり、自浄作用があったが、今の派閥には全く無い。韓国・文政権と同じことをしている。安
倍政権は能力はないのだが、それを本人は知らないで、岸、佐藤の49光で勘違いしている。確か
にはぐらかし能力、ごまかし能力は、嘘八百方言能力は誰にもまねできない。菅総理も同様であ
る。嘘ばかりです。自分のしてきた悪を、表では知らないふり。厚顔無恥。それでも、安倍再登場
を画策する、自民と議員がいるとか。考えられない日本の恥だ。世界に知られたくない。
・広島県選出の河合議員問題。1億五千万円の半分は安倍総理に還流している問題。政権に近い
電通独り勝ち問題。パソナの問題。
・国会での政権や政策をただす能力がないのではないか。昔の政治家は、問題を追及する能力が
あった。取材力もあり、今のように週刊誌や新聞記事を材料に政権を追求ばかりでなかった。そ
んなことは記事を読めば国民はわかること。それをどうするのか。どうさせるのか。それがこれ
からの政治家として追及していく仕事。それをすべて嘘やはぐらかせることで、逃げられる。
・派遣労働制度は、絶対やめるべき。企業や雇う側は得するが、働く者の権利がまるでない。同じ
仕事や、同じ資格を取らないと、働けないのに、正規と派遣で、天と地の差が生涯うまれる。
・過疎化対策、少子高齢化対策、東京一極集中に対する、対策がない。高齢化対策は、日本だけの
問題でないことから、日本がどのような対策をこうじるのか欧州の国も参考にしようとしたが、
参考にならなかった。なにもしないから。先進国はみな、高齢化社会問題に悩んでいるが、有効
な対策を打てないでいる。ヨーロッパも韓国もアメリカも。もちろん中国も一人っ子政策の影響

3

新聞の世論調査ではないので、このような選択肢の意見聴取はあまり良くない。
次の総選挙では野党統一戦線を組むために、立憲民主党の本来の政策を一時凍結することが必
要。例えばセッション1-⑧で原発即時廃止としたら国民民主党とは共闘できない。またセッショ
ン2④のBを主張したら日本共産党とは共闘できない。

4

明らかに問題がありそうな方が立憲民主党に居られる事が大きなマイナスになっていると思い
ます。（以下は「がんばれ立憲民主党の会」の方へのコメントとなります。今回のアンケートの案内
文書は私たち国民の為というよりも立憲民主党の為と読める書きぶりで、嫌悪感すら覚えまし
た。問題がありそうな方が立憲民主党から外れれば応援するという声も山ほど聞こえますが、そ
の点は意図的にアンケートから外されたのでしょうか？）

5

このアンケートに非常に不満です。雑な質問、特に消費税については安易な争点化を避けるべき
であり、「枝野ビジョン」で示された論点を踏まえて議論すべきです。それ以外の設問も大衆迎合
的な議論に終始するものと思います。
立憲のボトムアップな議論は、個人の発言を主体とし、安易なアンケートで集約する方法とは対
極にあってほしいと思います。
立憲には、このような数頼みのアンケート結果に左右されない熟議を期待します。
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