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寄せられた声は不適切な内容であるか否かに関わらず全て載せておりますが、全く同文の意見は１つにまとめています。
誤字・脱字等もそのまま掲載しています

政策に対する意見

○教育○
高校も義務教育にしてほしい
高校まで義務教育！！
私学助成増やして。
私学助成をしてほしい。私学に通う生徒の助成をふやしてほしい
ゆとり教育を廃止しないで
いじめ問題にもっと取り組んで欲しい。
いじめがおおいのでいじめを少なくしてほしい。

○年金○
年金を返せ
年金制度の改善
年金問題の解決
年金問題を早くなくしてほしい
望 : 年金問題を何とかしてほしい
年金の事をもっと考えてほしいです。
年金問題はどうなるんですか。
年金問題を直ちに解決すべき。
年金などについてもっとちゃんと考えて計画を実行してほしい。
年金問題にしっかりしてほしい。
年金について安心させてほしい。
自分の親の年金がちゃんとなってほしい
私たちが年寄りになった時、年金はありますか？
私たちの世代が年をとって年金のもらえるようにしてほしい
今の未成年が将来ちゃんと年金をもらえるようにしっかり管理してください。
年金とか、これからもっと変えていって欲しいと思います

○財政・お金○
税金を減らして下さい
税金を下げて欲しい
税金へらせ
税金へらして



消費税の削減
消費税の増税反対。
消費税をあげないでほしい
消費税をあげないで下さい。
消費税上げないでください！！！
消費税を上げないで下さい。上げる前にムダなお金を減らしてください。
消費税はあげないでください。
消費説あげるのは困ります
消費税は上げないでー！！
消費税あげないでください。
消費税あげないで。もっと日本の事を考えてほしい？
消費税上げるな
これ以上税金あげんなボケ。
国の借金が大きいのは分かるがすべての物に消費税を多くかけないでほしいです。生活必需品は少なめにしてほしい。
税金を増やさないでほしい。他にできることがあるなら・・・。
税金へらしてほしい。
ぜいりつのこと、あまりあげないでほしい。
・いいかげんなことすんな！・日本の金を無駄使いすんな！
国の金をむだに使いすぎ
いらんとこで税金使いすぎ・・・。
むだな税金を使わないでほしい
税金のつかい方をもっと考えてほしいです。世論を大事にしてもらいたい．
無駄使いは自分に正直になってやめて下さい。
税金の使い道などをもっと明らかにしてほしい。
汚職とか不正なことなど税金のムダ使いはやめて欲しい。
もっと、生活保障のお金などを出せるように、無駄遣いはやめてください。
むだなことにお金を使わないで国民がもとめていることに使ってほしい。
無駄使いをなくして、国民のことをもっと考えてほしい。
無駄使いすんな！
増税をしないでほしい
税金を無駄遣いしている人が増税なんて言わないで下さい。
税金を上げるやらなんやら言うまえに、自分たちの退職金や給料から引けばいいと思う。国民の声をもっと聞いてほしい。
もっと自分たち(政治家)に近いところから節約していって欲しい。政治家としての自覚をもっと持って欲しい。(東京、14歳、女性)
税金へらして。ガソリン安くして
ガソリン安くして
経気良くしろ。
もっと景気を良くして下さい。「美しい国」ってなんですか？(神奈川、14歳、女性)
マニフェストは白黒に。もっと公費削減しろ。
税金の無駄遣いをやめてほしい。(東京、17歳、女性)
税金を無駄遣いしないで欲しい
税金を少なく。政治家の給料を少なく



税金／お金のムダ使いをやめてください。
精勤の無駄遣いをなくしてほしい
お金をむだにしてほしくない。(東京、14歳、女性)
お金の無駄使いをやめてほしい。
用途不明なお金は公金から使わないで欲しい
財政をもっと上手くやりくりしてほしい。(東京、18歳、女性)
ムダな税金や裏金を貧しい人々に寄付するべき。(東京、14歳、女性)
軍事費を減らして、もっと社会保障とか教育に税金使うべき
国税は国のものだけど、国民から集めたことに変わりないので、税金を何に使ったかをすべて公表して欲しい。消費税を上げると景気もよくなるとは思わないので、
スウェーデンのように、大人になるまで全て保障される政治を目指した欲しい。
お金で動くのはやめてほしい。税金の使い道を使用後と前でもっとオープンに公表してほしい。
特別会計の中身が見たい！　政治とカネの柵を断って下さい。
お前ら無駄に金貰い過ぎだ。とりあえず税金代返せや！！
税金返せ
オメーラは税金のムダ使いなんだよ。辞めちまえ！
裏金つくるな
裏金はやめてください。
裏金とか職権乱用とかはしないでほしい。
汚職はやめろ！！
ムダな汚職はやめてください。
クリーンな政界にしたらどうですか？

○環境○
もっと環境問題に取り組んで欲しい
環境問題を何とかしてほしい
日本はもうちょい環境問題に力をいれるべき
国を美しくしてほしいです！
地球温暖化防止
今問題になっている原発の事、もっと皆さんに伝えていくべきでは無いでしょうか？世の中には、原発がクリーンエネルギーだとっているひとがまだまだ
沢山いると、思います。このままでは、６ヶ所村再処理工場も動き始め、自然が次々と亡くなっていきます。なので、原発の事も伝えてほしいなぁと期待をよせてます。

○憲法○
９条を変えて！
９条を変えないで！
憲法９条を守ってください
しっかり第９条を守ってほしい
憲法九条を変えないでください
９条は国の宝だと思う。
憲法９条は絶対に守ってください！！
けんぽう変えたらダメ
憲法九条は変えてはいけないと思う。



憲法９条を守って下さい　戦争の出来る国では不安です．
戦争だけわ絶対やめてほしい。憲法かえないでほしい。平和に・・・。
平和な国。憲法９条改正をやめて欲しい
憲法を正しく改正してほしい
憲法改正はしないでほしい
憲法は９条改正反対だから改正しないとか、憲法賛成派or反対派とか、完全に二極化して国民に問うのは意味がないように感じます。改正するか反対するか国民投票で決め
てから官僚だけで内容を決めるのではなく、どこを改正してほしいか、どこを維持してほしいかをアンケートすべき。もしくは改正案を公表して国民に許可をえるべきだと思います。

○戦争・平和○
戦争反対です
戦争だけはしないで，平和にしてください
戦争しないで。(東京、14歳、女性)
戦争だけはやめて欲しい
戦争は絶体におこしてほしくない。
戦争はダメ　絶対！！
もっと平和にして
世の中を平和にしてほしい
平和しかない国にしてください
世の中を平和に

政策全般
子どものことをもっと考えて欲しい。
もう一度、世界で一番安全な国と呼ばれるようになってほしい
日本の平和を守ってほしい。事件・事故を減らしてほしい。
平和な国づくり、年金問題の解決、憲法９条改正。
第９条改正しないで、公務員や政治家の住むマンションの家賃もちゃんと払うようにし、むだなことに税金を使わないでほしい。あとホームレスの人への
気配りができる政党をつくってほしい。貧富の差がありすぎる。
ニートをなくしてほしい
少子化問題を何とかしてほしい
もっと地域に目を向けてほしい。
和歌山県に潤いを
自民党の「改革」を止めて欲しい。
なんでもかんでもきびしくしないでほしい
あんま厳しくしないで
革命しましょう！
一番大事なのは農業。でも有名人を立候補させるのはよくないと思う。
公明党・創価学会の弱体化、できるならつぶしてほしい
税金の無駄遣いをやめてほしい。自民・民主の二大政党制の実現をしてほしい
拉致問題を早く解決してほしい
朝鮮、中国への譲歩をし過ぎ。金やってるのだからもっと強く言えばいいのに
そろそろ中韓から手を切りましょう。



アメリカばかりにたよっているとかならず後で大変なことになる。安部首相の「美しい国」づくりをみならい、国家のことは我々国民ですべて決める風にしていってください。
「世界がしているから」ではなく、日本独自の考えももっていいと思う。
安信首相「一億人レター作戦」は早急にお願いします。来年の四月からでは、共産党の志位和夫さんが言うとうりおそいとおもいます。
週休３日にしてほしい
道をひろくしてほしい。物を安くしてほしい。
年金ちゃんとして！税金ふやさないで
消費税、年金についてもっと考えてほしい。
年金問題、何とかしろ！！税金低くしろ！！
年金、税金、をしっかりしてほしい。むだずかいはやめてほしい
税金を減らせー！！年金問題！！！
税の使い道を本当に考え、改善してほしい。年金も同様。
ムダをなくしてほしい！議員年金はいらないと思う。増税も反対です。
税金を上げないでほしいことと年金のことをもっと真剣にやってほしい。このままでは、「美しい国」日本ではなく、「汚れている国」日本になってしまうと思う。
もっと年金を増やしてほしい　せんそうをなくしてほしい　しょうひぜんは、いらないし、しょうひぜいを高くしないでほしい
年金ちゃんとください。憲法９条変えないでください。
税金のムダ使いやめてください。医療費削減は医師の立場からしてかわいそうだと思います。→貧しい人たちだけにはいりょしたら？？
年金はもちろん、医療もんだいも明かくに意を述べてほしい。
年金問題、借金、天下り・・・etc 何とかしろ！！　つーか国会中に寝るなっ！まずはそーいう態度からやり直せっ！バカッ！！
教育制度をしっかりさせてほしい。環境保護に力を入れてほしい
たばこ禁止
年金や憲法改正をすこしでもはやく決定して国民の不安を楽にしてもらいたい
高校卒業をしたら、選挙に投票できるようにしたら政治に興味関心が深まるような気がします

政策実現
できないことは言わないでください。(東京、17歳、女性)
もっと現実的な提案をしてほしい。(東京、16歳、女性)
選挙運動で宣言したことは実行するようにしてください。
言ったことはちゃんと守ってほしいことと日本をよくしてほしい。
政治家は日本の将来を担う存在として重要な存在なのでマニュフェストを守り通して頑張って欲しいと思います。
マニフェストを守ってください
主張したことを実現させてほしい。
有言実行でないと意味ない
有限実行してほしい。
有限実行してほしいです。
政策を実現させていい国ししてほしいです．
選挙があるからといって、意見や方針をかえるのはやめてください。（栗東の新幹線問題とか）
選挙の時だけ、公約通りにしますとか良い事ばかり言わないでほしい。みんなが差のない、美しい国にして下さい。ムダなお金を使わないで下さい。国民のために頑張って下さい。
自分が主張してることを実現できるように頑張って下さい。
言ったこと（公約など）はきちんとやってほしい。
約束は守ってくださいッ！
実現できないようなことなら最初から言わないでほしい。



たくさんの公約を掲げて国民に期待をもたせるのはよいですが、すべてを任期中にできるわけでもないなら、もっとしぼって１つ２つでも確実なものをつくってほしいと思います。
ちゃんと仕事をして欲しい。マニュフェストに書いたことを全部やる努力をして欲しい。
言ったことは必ず実行してほしい。
口だけで終わらせないでほしい。
マニフェストを出しただけで、行動に反映されていなければ意味がないので、きちんとしてほしい

政治家に対する意見

日本のために
国のために、公のために働いてください．
これからも日本をよろしくー！！
お金のやりくりをしっかりして日本の未来のために頑張って下さい
・日本のためにがんばって下さい。よろしくお願いします。
なぜ日本を良くしたいと思う人達の集まりなはずなのにあまり良くならないのか。なぜ不正はおこるのか？
どのような日本にしていきたい？
安心して暮らせる日本にしてほしい。
いい日本にしてほしい。
日本をよくしていってほしい
よりよい日本・政治をしてほしい
よりよい社会をつくってほしい
うそのない社会をつくってほしい
頑張って良い国にしてください！
私たちのために、良い国になるようおねがいします。
日本を救ってください．
日本を救ってください
日本のために頑張ってほしい。
日本のためにちゃんとやってほしい。
もっと日本を良くして下さい。
日本をより良くしてほしい。
良い政治を・・・
本当に国の為に政治をしてほしい。権力を得て本来の志をなくさないでほしい。
自分の欲を捨てて、国のためにとりくんで下さい。
よりよい日本にするために、頑張ってください。
国のために働いてほしい。（自分の利益のためではなく）
日本の問題を減らしてほしい
国に良い事だけ考えてほしい。
お金のことばかり考えずに国のことを考えてほしい。
本当に日本のこと考えてる？
不祥事ばかり起こさず，国のために日本国民の代表としてクリーンな政治をしてほしい。



日本の未来のことを考えて行動してほしい。
今の日本をちゃんとまじめに考えてください。
選挙で勝つことじゃなくて、どういう政策をしていくのか、本当に国を考えるという意味で政策をより明らかに表示してほしい。(東京、18歳、女性)
いますべき最善のことは何なのかということを考えて活動し、それをしっかり実現してほしい。
理想を追求するより、現実を地下から見つめてほしい。
次の世代に負担を残さないでほしい。

国民のために
国のためより、個人、一人一人のことを考えてがんばってほしい。
もっと国民のことを考えてほしい
もっと国民のための政治をして欲しい
国民の立場に立った政治をして欲しい
国民のことを第一に考えて、自分のことは後まわしにしてほしい！！
もっと国民のことを考えてほしい．平和な日本を維持してほしい．
国民のことを考えた政治をしてほしい。いいことばっかりの上辺な感じじゃなくて、本当に国民の為になる政治がいいです。
もっと本気でうちらのこと考えてほしいな．
自分の事ばかりに目を向けないで、国民に目を向けて下さい．
くだらないことはなすなら、もっと国民のこと考えろ．
もっと国民の生活のことを考えてほしい
もっと世間を見ろっ！！
もっと国民に近くなって。
国民にわかりやすい政治をしてほしい
色々な意見をとり入れ、より国民が納得できる政治を作ってほしい。
国民の事を一番に考えて、色々の事を決めてほしい。
国民のことをもっとかんがえろ
国民のためにがんばってほしい！！
もっと国民の事を考えろ。
できることから少しずつ、私達の生活を向上させていってほしい。
本当に国民のためになるようにしてもらいたい
国民のためになる政治・政策
一人一人が暮しやすい社会にしてほしいと思います。
もっと住みやすい日本にして、国民を振り回すのやめてほしい
自分の損得を考えずに，国民のことを考えた政治を行ってほしいです。
自分のためではなく、国民のために頑張ってほしい。
無責任な発言が多すぎるのでは。本当に国民のための政治をしてるのか。…いつもお疲れ様です！
もっと国民の現状に目を向けて欲しい。政治はあなた達だけの問題ではない。
国民の苦しんでいる姿がどう映っているのか？
悪いイメージも多いけど国民のために仕事をして欲しい
国民の意見をきちんと政治に反映してくれて、みんなから好かれるような政治家・政党が出てきてほしい
われわれの代表として政治家になったのだから，国民の意見を一番に聞いてほしい。
もっと国民の言葉を聞いてほしい。



国民をちゃんと考えろ！意見を聞け！！(東京、18歳、女性)
国民の意見に耳を傾けてほしい。
国民の声は忘れないで欲しい
本当に国民の声を聞いているのか？若者だって考えている奴は考えてるぞ！　ちゃんと聞いてくれ！！
国民が本当に信じられる政治家になってください。
国民が信じられるような誠実な政治家になってほしい。
話し合いをする前にまず、不正を直して欲しい。不正がなければきちんとした政治出来ると思うし、国民からも自然と信頼されると思う。
人のためになるようなことをしてほしい。自分の欲のために人の信頼をそぐようなことはやめてほしい。
国民を心配させるようなことはしないでほしい。
国民は皆あなた方を信じています。だから不正をしたり裏切らないで下さい。
国民を安心して生活させてほしい。
金を国民のために使って欲しい。(東京、14歳、女性)
金より国民を大切にせよ。(東京、14歳、女性)
自分の利益より国民の利益を考えて欲しい。(東京、18歳、女性)
自分のこととか利益じゃなくて、国民のためを想って動いて下さい。税金ムダに使ってる政治家は消えちゃえ。(東京、18歳、女性)
もっと日本人が興味がもてるような政治にしてほしい。(東京、17歳、女性)
もっと国民のことをよく考えて欲しい。
政治家だけが得しすぎ。国民のための政治をしてほしい。
政治家の人たちは国民の代表で出てきて話し合ってきているのだから、悪いことはしないで欲しい。(東京、14歳、女性)
国民の代表として、日本国民を第一に考えた政治をして欲しい。(東京、14歳、女性)
日本国民の代表なのだからしっかり働いてもらいたい。不正行為を止めてほしい。
公僕であることを考え国民第一で
国民の代表だから、その誇りを持って、不正だけは絶対にしないでほしい。
国民のために、もっとがんばってほしい
もう少し国民に信頼されるようにがんばってほしい。
国民の信用をなくすような問題をおこすのはもうやめてほしい　もっとこれからの日本のことを考えてほしい
よく分からないケド、国民の事を考えて国民にとってよい政治を行うようにがんばってほしい。
問題、今ある日本の問題にもっと向き合ってほしい。国民１人１人のことを考えてほしいなと思った。
「自分の事を考えるな、絶対に」「国の代表として選ばれたのであって、お金がもらえるためではない事を自覚しろ。せいたくをするな。国民と同じ立場でいろ」

国会
強行採決みたいな、大人らしくない行動はしないでほしい。(東京、17歳、女性)
けんかしないでちゃんと話し合ってください(東京、14歳、女性)
問題を起こさないでほしい。乱闘しないで冷静になって欲しい。(東京、14歳、女性)
議会で自分が納得できない時に暴力をふるったり罵声をあげたりするのが大人としてどうかと思います。口だけはやめてください。
国会で会議をする時いちいちもみ合いにならないで下さい。大人気ないと思います。日頃のうっぷんを晴らす場ではないのですよ。
人の話は最後まで聞いたらどうですか？実際ニュースなどでみていると、議会は子供の話し合いにしかみえません。(東京、14歳、女性)
議論が子どもの言い争いぐらいのレベルだ
ちょっと大人げないところがある気がしました。
あんな（に？）人が集まっても国を良くできないのはおかしい。
もっと責任感を持ってほしいです。議会中に寝るのは，投票してくれた人に対して失礼だと思います。



ねるな政治家
国会で寝るな！

政治姿勢
もっとしっかりしてほしい
・正しいことをやってもらいたい。
悪さはしないでほしい。
問題起こしすぎ！！
もうあまり呆れさせないでほしい。
いい加減にしてほしい
いい加減にしないでほしい
しっかりして下さい
もっと、上にたつ人なんだから、しっかりしてください。
しっかりして。
もっとしっかりしてもらいたいです。
もうちょっとしっかりしてほしいと思います。
しっかりしろよ！
しっかりよろしく！
しっかり
ちゃんとやれ！！
政治家だって人間なのでいろいろあると思うけど，もっとしっかりしてほしいと思います。
ちゃんとやってほしい
ちゃんと仕事してください。
まともになって
なぜ悪いことをするのですか？
何で政治家になったんですか？
汚い大人ばっかりですか。
信用できる大人は一人もいない。
本当に世の中を変えれますか？
思った事を素直にはっきりしてほしい。
嘘をつかないで、しっかりとやってほしい。
まともな政治をしろ！！中途はんぱな発言が国民の不安、不満をいだく。安倍しね！
責任のなすりつけ合い、とてもみっともないと思う。小学生と変わらない発言。大人への不審感は高まるばっかりだ。戦争には絶対反対である。争いからは何もうまれない。
憲法改正の必要はないと思う。もっと「日本」という国を見てほしい。
重要な事までかくす意味はなんですか。
国民に隠し事をしないでオープンにして下さい。
ごまかすことはやめてほしい。
もっと、さわやかなイメージに出来ないんですか？政治家っていうと、ほぼ全員がどろどろした裏のイメージを抱くと思います。まずはそこをどうにかして堂々とした党が無いと
いい日本は作れないと思います。
政治家が一番悪いと世間で言っているが，自分もそう思う。
弱い者いじめをしないでほしいと思う。



最近は申告漏れや問題発言などが多く，たくさんの波紋を呼んでいるけど，もっと政治に対して真剣にそして心のこもった政治にしてほしい。
きちんと仕事をして
失敗したことは仕方ないけど、もう失敗しないように考えて政治をしてほしいです。
不正をしないこと。
自分らの利益・・というか経費で飲み食いして税金使わんといて。
お金を大切に。今の子供はみんな政治家を嫌ってます。好かれる政治家になりましょう。国会でおとなげないことをするのは、やめましょう。
お金の問題とか、しっかりできないなら最初から選挙せんくて良えです。
政治家＝悪いことをする、という認識が強いので、そう思われないようにしてもらいたい。
ズルいことをしないで、せっかく選ばれたのだから、しっかり仕事をして欲しい。(東京、17歳、女性)
何のために政治家になったのですか。私たちの税金で豪華な暮らしをするためですか。(神奈川、18歳、女性)
むつかしい事になると分からなくなってしまうが、自分のＰＲだけだったりすると、僕はあまり関心は持てない
問題が多すぎです。
変なことだけはしないでください。
自分の意見を言いすぎ。相手の意見を聞くことも必要！(東京、14歳、女性)
最近、政治家のおこした問題が多すぎる。他の人を批判ばっかりしてないで、改善策を考えてほしい。
他人の意見も尊重して
人の意見をしっかり聞いてほしい。お金の使い方に気をつけて欲しい。(東京、14歳、女性)
みんなバラバラすぎで，国をまとめる人が人の悪口を言ってはだめです。みんな仲良くしよう。日本は一つしかないんだから。
真面目にやってください。
自分自身にもっと責任をもって下さい。
無責任な行動・発言を控えてください。
どこの党か忘れたけど，人を侮辱するような発言している人がいるから，そんな人に政治家になってほしいとか思わない。アルツハイマーとか女の人は
子どもを産む機械だとか･･･ありえない。
自分の言いたいことをはっきりさせたほうがいいと思う。(東京、14歳、女性)
いらんことを言わないで欲しい
変な発言とかでやめる大臣が多いので、もっと自己責任を持って欲しい
最初だけとか、言葉だけで片付けられてしまうようなことはしてほしくない
言葉には気をつけてほしい。
無責任な発言をしないでください。いつもけんかをしているみたいに見えて，不思議に思います。
上から見下ろしているような感じが腹立たしいので，もう少し腰の低い言い方をしてほしい。
子供にはよくわからない言葉などあったから，伝わらないこともあると思いました。
もっと簡単な言葉で書いてほしい・・・。
きれいごとより，もっとみんなにわかりやすい言葉で，これからの国作りについて語ってほしい。
もっと分かりやすくしてほしい。
政治に無関心な国民を振り向かせるような工夫が必要だと思う。今回の選挙は相次いぐ不しょう事のおかげで関心が高まってるけど、こんな形じゃなくて、ちゃんとした形で
何かしたらいいと思う。
政治に興味が薄い人にも見てもらえる工夫を！
国民に伝わる言葉と表現力でやってほしい。(東京、17歳、女性)
マニフェストでも何でも、わかりにくい言葉でごまかさないでほしい。（消費税を上げるのも、上げると書かないで改革と書くところとか）
もっと具体的に説明して欲しい
もっと楽しくしろ



もっと下の人のことも考えてほしい。歴史認識をもっとちゃんと考えてほしい。 
もっとわかりやすい政治を行ってください。重要なのはスキャンダルの追求よりもその後の対策です。
日本を支える人間だとちゃんと自覚してほしい
国民の代表だからちゃんとしてほしい
国民の代表なのだからもっときちっとしてほしい。(東京、14歳、女性)
金使いすぎ
賄賂やめて!
お金にこだわらないで
実は自分の金、中心なんでしょう？
自分の金のために働かないでくれ。国民のこと何も考えてないですね。
金儲けを考えるな
自分たちの犠牲を出してでも政治を変える人が出てほしい
年収を少なくして国のしゃっきんを少なくして欲しい。
お金がもうかることにかたよっていませんか？
政治家の給料を下げてほしい
もうちょっと給料を減らすことはできないのでしょうか。
給料高かすぎねー？君たち
給料を減らして国民のために使って下さい！！！！
ちょっと給料をもらいすぎではないですか？もっと給料を少なくして、国民につくしてほしい．
私利私欲のために考えないでほしい。戦争を認めないで！！
自分ばかり考えるのではなく、国民を第一に考えてほしい。また厚生省もしっかり福祉などについても見なおしてほしい！！
もっとしっかりやってほしい。国民の期待を背負っているのだから、くだらない問題を次々起こさないでほしい。
問題多過ぎ。国民の代表としての自覚がうすいのでは。
国民の代表として選ばれているのだから、責任を果たすべきだと思う。
最初は誰もが「日本が良くなるように」と意欲的で政治家になったはずなのに…。今は裏金問題が多くて信用できない。純粋に政治を行なえないの？(東京、18歳、女性)
全員ではないが、駅立ちとかで２０歳以上の人には挨拶するのに、未成年に対して無視するのは感じ悪い。
曜日をずらすのはやめてほしい　ばればれだぜ
ちゃんと考えてほしい．
もっと動きがほしい
もっとメディアに出てもいいのでは
最近政治家は世論に流され、社会が（特にメディアが）反応を見せてから、その反応をみて受動的に行っているような気がする。
（選挙活動の街頭演説等の）パフォーマンスはバカみたいできらい。
教育とかゆうのに、選挙カーがちょっとうるさい。
朝の選挙カーや演説はやだ。選挙カーうるさい
まず政治家になるための免許を作ってほしい。
こんなにたくさんの人が立候補しても、当選されなかったら無駄だと思う
政治手腕がある人が、政治家になるような登用制度があったらいい
若い人に任せた方が絶対によい。
これからの日本を考えていく上で若い人の意見も大事にすべきだと思いました。
未成年の意見も参考にして下さい。



政党・政治家個々への意見
与党は問題などが多すぎで、野党も野党で与党の問題を探して攻撃することに必死になって本質的な議論ができていない気がする。
各党が協力したらもっと良い政治になるのでは？
今のままではどの政党が与党になっても日本が終わる気がする。だから、ちゃんと実績を残してほしい。
安倍さんたのむよー
がんばれ安倍さん
小泉首相がよかった
安倍総理はもうだめ
阿倍さんはもういらない．
阿部内閣はだめですね．
しっかりしろよ安倍
安倍さん嫌。小泉さんがいい
阿倍の全てに不満
行動力を持って欲しいと思うが、スピードまでは求めていない！！
「美しい日本」じゃなくて、今の日本をちゃんと見て政治をしてほしい。
自民党とかはもうちょっと良い印象が会った方がいい。たくさんの給料をもらっているとしたら、ちょっとくらい福祉や教育に回して…特に税金で旅行とか信じられない。
与党はもっと国民のことを考えてほしい。自分たちのことばかり考えているようきがする。評判が落ちて当たり前のことをしている。
自民・民主の二大政権は危険すぎる。と思われる。強要的決議が多発してはいけない
自民党や公明党などの与党は信用できないが、野党はもっと信用できません。
安倍首相のしてることはどうだとか、人のことを言う前に、もっと自分のしたいことを正しいやりかたで主張してほしいです。
共産党は批判してるだけで何もしていない。
自分がその政党を認めたということだから，まじめにやっていってほしいです。
自分の党の良いところだけを見せるだけでなく、全てを見せて指示されるような党が必要だと思う．
他の政党のよいところを吸収し、もっと柔軟になってほしい。
ムネオさんガンバッ。
無所属でも舞台に立つのはとても勇気のあることである。
ほかの人が考えもしないようなことをしてもらいたい。

応援その他
がんばれ
共感できた
今の日本ではいけないと思います。年金問題や閣僚の不祥事問題など、私達も不安になるようなことが次々に起こっていてこれからの日本の将来がとても心配です。
しかし、そんな無能な人ばかりが政治家をやっている訳ではないと、私は知っています。そういう人達に、私達は立ち上がってほしいと期待をかけています！安倍内閣の言
う、美しい日本が、どこにあるというのでしょう。これからの日本の将来は、今立候補している人達にかかっていると私達は考えています。どうか日本をよろしくお願いします。
頑張ってほしい
がんばってください
自信を持って！がんばってください。
がんばって
がんばって下さい。
がんばってほしい。
頑張ってください。ファイトです。頑張れば道はひらけます。



ズレてます。損得で考えないで下さい。まあ、その他はないですけど。頑張って日本を守ってもらいたいですね。
成功するようにがんばってほしい
お疲れ様です。僕たちのためにがんばってほしい。
まだよく分からない
仲良く平和に。(東京、14歳、女性)
まあ、なんでもやってください
きちんとがんばってほしいから
体調管理もしっかり！
よかった
知らない
わかんない！！
やめろ！！
調子のんな！
死ね。
もしものことがあったらよろしくお願いします．
国民の代表で日本を背負うのでとにかくがんばってほしい。
ともに日本の社会をよくしましょう
日本の将来のために頑張ってほしいです
人間不信になりませんか？毎日大変そうですね。おつかれ様です。
つらいでしょうが、がんばってください。ありがとうございます
頑張ってください
頑張ってほしい。
ガンバれ
がんばれよ
がんばって下さい。マニフェストやCMからはあまり感じることがない。
がんばってください。
とにかくがんばってほしい。
がんばって下さい
がんば！！
頑張って下さい
がんばれ！
みんな、ガンバレ、政治家の給料へらそうよ（ハート）ムネオ（ハート）
がんばれ
税金は正しく使ってほしいので、頑張ってほしいです。
これからも頑張って下さい。
頑張って下さい（ハート）


