












衆参ダブル選挙を行うべだったかどうかに関するコメント
 政治に対する国民の関心がUPしているかもしれないです。
    安倍政権の信を問ういい機会だった。
    お金の無駄
    安部政権への評価は必要と思いますが、地震や大雨で　大変。
有権者の年齢が引き下がったタイミングで実施すべきではない。２０代でも衆参Ｗ選挙はかなり戸惑って、特に裁判員に関する事柄は事前
に全く説明を得られず後悔した記憶があります。
    安倍政権を終わらせるため
    安倍のミクス（詐欺のミクス）を続けさせないため
    政局の話はよく分からない
熊本で地震もあったし
    地方分権、アベノミクスの政策は、財政出動&金融緩和。ケインズ政策
    何も変わらない
    国を変える政党が無い
衆参ダブル選挙で自民党が大敗することを願っていました。インフレターゲット２％は、絶対に無理。バブル期の５年間の平均のインフレ率
は、1.3％であるからして、当面は消費増税を凍結すべし。
    税金の無駄使い。
    時間とお金の無駄遣い!!
    税金のムダ使い
    また税金の無駄使いをするだけ
    ダブル選挙しても、結果は今の政権の自民党しかないから
    また、税金を使うから。
    今やる理由付けがない
    先送りには賛成ですが、公約として先送りしないと言っていた以上、やはり国民に信を問うべきです。
    熊本地震の被災地にとって負担が大きすぎるから。
    結局は選挙費用で税金の無駄使いだから
    政治家さんたちには、選挙をするコトで個人的マニフェストをもっと公にさせて、実現する為への緊張感を持たせる。
    どちらにしてもメリット・デメリットがあると思うから
    僕は公明党を支援しているが、衆参ダブル選挙になると支援活動に負担がかかる
    ダブルのメリットがない
    熊本地震でうやむやになったけど、消費税増税も絡むとW選挙で信を問うほうがいい
    経済動向からすれば、先々、政権に不利となる。
    選挙は国を良い方向に向かわせたいという国民の願いが反映されるべきと思うがどうも最近は選挙のための人気取りが多くてよくわからない。
    多少ずれても今の野党の状況では結果は大して変わらないと思うから。
    消費しなくて良いはずの莫大な費用が発生するから
    参議院で敗北しても衆議院が過半数なので今と変わらない
    今選挙をしている場合ではない
    税金の無駄遣いだと思う。ダブル選挙のための予算や人員は、貧困に悩む人達や熊本の被災地に向けるべき。
    選挙に掛かる国費と秤にかけるべき事象が割に合わない
    野党を粉砕するため
    自公の数が増えるか減るか解らないから
    同時にやるメリットがよくわからないから。
    公約を行使出来ないならば、民意を問うのが理だと考えます。
    衆議院選挙から1年半しか経っておらず、また信を問うような争点も見当たらないので
    一緒に、したほうが、節約できる
    わかりません
    得票予想で決めるでしょう
個人的には投票して少しでも野党議席を伸ばしたいとは思いますが選挙に掛かる経費のこととか考えるとそう簡単な話しとも思えません．
それに，野党にあまりに魅力がなさすぎるので今の小選挙区制の元ではまた自公の大勝ちになるだけな気もします．

    参議院議員選挙の結果を見るべきだ。それに参議院議員選挙が衆議院議員選挙の陰に隠れてしまいおざなりな選挙になる懸念がある。
    増税を先送りにすることで現政権に有利な選挙になることが予想されるから
    国民のために政治をする政治家がいないから。
    景気をだれか良くしてください！その方を選びたいです。
    議員の都合による選挙で、民意ではないと思うから
    結局、政治家（人物や在り方ets）という存在が今問題なのであって選挙など何度やってもあまり意味を感じない。
    政治のことはよく分からないから。
    どうせ、そういうシナリオなんでしょ。
    お金が無いのに選挙費用が掛かりすぎる問題が有る
    熊本地震、現在の日本の景気を考えるとやるべくではない
    今は、選挙費用に回すより震災の復興が優先されるべきだと思う。
    選挙に莫大な費用をかけるくらいなら、被災地対策を始め、他の必要なことに使う方が良い。
    今やったとしても、結局は自民の勝ちに終わったと思う。
    議席数は現状と大きく変わらない
    政治的空白を作るべきでないから
    選挙にも多額の税金を使うことになる。選挙の為の政治はやめてほしい
    やったところで何か変わるとは思えない
    社会の不安定要素が多すぎるから。
    お金の使い道として、優先順位的に、熊本地震の支援が先だと思うから。
    財政が厳しいと言ってるのに、お金をかけてダブル選挙をするのはおかしいと思う。
    要らない党や議員の排除が進むから
    選挙をやるメリットが､投票者からは見えてこない。
    政権が安定していてほしい。
    参院選だけでも現在の民意は十分に反映されると考えるから



    金がかかるから
    違憲状態の上での最後の選挙にしてもらいたいから。
    今解散すべきなのかと言われると、そうでもないと思ったので。
    どういう方法を取ろうとも与党の都合のいいようにしか考えてないように思えてならない
    現状の野党で役立たずなので大して変わらない。
    色々と大変やから...
    選挙で無駄に税金を使ってほしくない。
    自民党が圧勝するのかしないのか日本国民の意識を見たい
    舛添問題で政治家にホトホト愛想が尽きて選挙などバカらしくて行く気が全くなくなったから
    野党がまとまりを欠いている感じがするので、今のままでは自民が大勝するでしょう。嫌だけど。
    普段、議会で昼寝してる議員が、熊本や福島に、選挙カーで行けるんなら、やってみればいい。
    また政権交代が起こると面倒だから
    日本の政治は１０年近く前から完全に破たんしているため、立て直しに今しばらく時間がかかる、それまでは選挙をしてもあまり意味がない。
    今の政権でもう少し経済的に安定を望む
    嘘や自分たちに都合のいい政治はもう我慢の限界です。
    与党は目減り程度で、勢力は変わらない。
    その必要性を感じない
    ちょっとでも投票率が多いほうが良いから
    被災地に配慮
    消費税先送りし、公約を反故にするなら、選挙が当然！
    選挙なんて、してもしなくても結局は言葉のアヤで丸め込まれてひっくり返されるから。
    国民の為の政治なのだから選挙で真を問うべきと思います。
    投票所に行くのが一度で済むから。乳児がいる為、選挙カーでの活動が増えると迷惑。
    税金の無駄
    選挙にはお金がかかる、そのお金は私達の血税だから、慎重に使って欲しい。
    熊本県民として今はすべきではない
    選挙は金が掛かる！の懸念から
    景気対策や社会保障問題など具体的に進めるべきものがあるのに、権力争いの意味合いしか感じられないダブル選挙はやるべきではない。
    公約を守れなかったのだから国民に信を問うべき
    金かけてまでダブルでする必要があるのかどうか。でも、衆議院での政党比率を考えるとどうした物か．．．
    地方自治体の対応が難しくなるから
    今の政局が読めないから
    やったところで、何も変わらないと思う！！
    不必要な国会議員をこの際消し去るべきだから。





参議院選挙に投票に行くかどうかに関するコメント
安倍政権にNO!

貴重な1票を無駄にしたくないから

行かないと　何にも言えない。

たとえ支持したい人や政党が今回なくても、自分の一票が「ＮＯ」の意思表示にもなり得るからです。

いけない

今まで棄権したのは一度だけ

権利というより義務だと思うので

元自民の民進党議員に期待しているから。

ラグジュアリーナイト前に期日前投票に行きます。

有権者の義務

政権与党が変わらないと思うので。

権利の行使のため。

このご時世、一票は大切!!

行かないと何も言えない

国民の義務だから

義務だと思う

投票しないと何も変えられないと信じるから。

義務

権利を主張して行使しないと、世の中を変えるきっかけにならないから。

選挙は必ず行っています。行けば文句も言えるけど

私の権利だから

国政選挙には　行ってます。

国民の義務だから

誰が当選しても期待しないし、選挙に行く時間が勿体無い

支援している議員を自分の票で政界へ送り出したいから

うちの地方は保守系議員が強いので、ある程度結果はわかってるから

県外転勤しているが住所変更をしていないから。

投票しないと自分の考えが反映されないと思うから

投票により民意が反映されるとは思わない

現制度で意思表示できる唯一の手段だから

自分の意思をしめしたいから

国民として、選挙を通じて政治に自らの意思を示したいから

毎回欠かさず投票しています。

当然のこと

適当な人がいない

国民の意思を（たとえ建前でも）伝えられる唯一の機会だから。

選挙権は先人が勝ち取った権利だと考えます。 選択肢が無ければ『白票』を投じるべきだと考えます‼️

国民の義務であるので

国民の義務です

国民の義務であり権利だから。

東京都知事問題が邪魔した

意思表明する数少ないチャンスだと思うので．

当たり前だ。選挙に行かない人には政治を批判する権利は無い。白紙委任状を出したと同じである。

これからどんな人が出るか見ないといけないが1票は投じたい

権利は大事です。

国民が意思表示できる大切なことである

自分の意思を明確に表現するため

税金の無駄遣いをする人を決めるだけとしか思えないのでモチベーションが湧かない。

今の安部政権にNoを突きつけたいから

当日体調が悪ければ行かないと思うから。

選挙権のある成人として、政治に関心を持って投票

少しでも自分の意見を反映したい

国民の権利だから

投票することは、国民の責任だから。

自分に都合のいい政策の政党に投票する

天気次第

責任があるから

めんどくさい・・・

この人を選べば日本が変わるかも…と思えるような方が立候補されれば行きます。

安倍政権を応援したいから

国民の義務があるので、投票は行くようにしています。

ただでさえ少数派の若い世代に属しているので、少しでも意見表明をしておきたいと考えるから

ようやく選挙権が適用されるため、行くか決めてない。

選挙で、日本の世の中が変わるから...

国民の唯一の参政方法だから

同上… 選挙では人間性など見抜けない

とりあえず、安倍さん嫌いだから。意思表示はしたほうがいいと思うので。

不在者投票でも、行くのが当然。候補者に不満があっても白票でも投じるべき。

選挙権を無駄にしたくないので。



まだ15歳だから

とにかく自分の意思は示したい。

現与党からの政権交代のため

棄権防止

投票は政治に参加できる唯一の権利だから

毎回欠かさず行くから。

現状の情勢に待ったをかけたい

行かなきゃと思うので。でも、1票入れたい人はいない。

国民の責任。自分のことだから。

義務だから

国民の義務であり考えを伝えたい。

投票に行くのは当然。投票しないと何も変わらないから。

棄権したら申し立てできない。候補者選ぶ権利があるから。

たかが一票、されど一票。自らの意思を行使する貴重な場であるから。

選挙に行くことが微力ながら国に伝わる声になって欲しいから。

選挙には必ず行っているから

自分の意思を示す

行かないという選択肢が考えられない

投票に行かないことこそが日本の将来に影を落とすから

参政権の行使は国民の権利だから

義務と要らない議員を落とすため





支持政党に関するコメント
「この党（または議員）についていこう」という人がいない
イメージの良い公約を掲げても裏切られるから信用できる政党はない。
かつての西川きよしさんのような「大きなことはできませんが・・・」と言いながら努力する政治家が政党から出そうにないから。
かつて民主党に入れて大変な目にあったから
ここ！って政党が無いのも事実なんですけど。
この党に任せておけば概ね問題も無いと思うから
この党に任せれば…と思う党がないから。
しがらみが無く、時代を明確に掴んでいそう。特定の既得権益層に引っ張られにくいと思います。
その時代に合った政権運営を望む
そもそも信頼できる政治家が不在
でも、若返りをして欲しい
どうせ自民党が勝つから
どこがやっても同じような気がする。本当に国を良くしようと感じられない。
どこもあてにならないから
どこも一緒
どの政党でも結果は同じである
どの政党も、（最近は、特に）あてにならなさそうな気がするので。
どの政党もこれといった決め手に欠けるというのが半分。どうせ自民党に勝つ政党なんていないんだろうな、という諦めからが半分。
どの政党もバランスに欠くから
どの政党も言っていることに今一つ説得力(もしくは真実味)がないから。
どの政党も支持できない
どの政党も信じていないから。
どの党も、支持しようというところまで応援していないから。
どの党も､自分の思想に近い所が無い。
とりあえず、自民党には勝ってほしくないから、憲法変えられたくない
どれもあてにならない。
なんだかんだあっても施策に安定感がある。他の党はいくら今投票してもいつなくなるか分からない程、党の運営自体が不安定なので信用でき
ない。安定感のあるほうである共産党は反対はするが対案がないので信用しない。
まだいろんな党の主旨がわからないから。
まだ決めかねているから。
まだ考え中です。見極められないで悩みます。自民、公明はないとおもいますが、、
まともな政治家がいない。
まともな政党は自民のしかないから
もう少し発言力があってもよい
やしきたかじんが好きではないから
よく分からない
安定感と他の政党より信頼感ある。
安倍さんだから
一応は、アベノミクスを支持している。
何処も今一
間接民主制が時代と共に限界に達しているから
期待出来る政党はないから！
共産党なんかに票を投じるとは10年前には考えたこともなかった。
共産党を除き、同じ穴のムジナ。共産党はいまだ闘争などと言っているところが気持ち悪い。
共産党以外は「方針にブレが多いから」支持するだけ無駄。
具体的な政策がなく、自分の為に仕事をする政党が多いと感じているから
検討中
個人的に応援している議員が所属している政党だから
候補者、マニフェストに共感できる
公約が必ずしも明確であるとは言えないから。そして、それがコロコロ変わるから。
公約を見て、実現の可能性を鑑みて投票します。
好きな政治家が、地元にいらっしゃるので。
今の野党に政権担当能力は無い。2009 年の時にも、あの民主党にだけは担当させたら滅茶苦茶になるからと反対していた。何が起きても「安
倍政権は……」と語る野党第一党の代表に期待することなんて、一つも無い。
支持政党を決めてしまうと、有権者として政治にマイナスを与えると思う。
自公以外にしたいがどこもリトル自民だし… 強いて言えば共産党か．ただ，何れにせよ参議員選挙なので政権選択とは言えないですね．
自分は創価学会員なので、その創価学会が母体である公明党議員は我等民衆の代表だから
自分達の都合だから
自民４、最大野党（今は民進）４、共産２が理想だから
自民も信用が取れない　野党は反対ばかりで代案が無い　安部総理は国民より他に目が行っていて既成事実で押し切る
自民支持だが、元自民の民進党議員に期待しているから。
自民党に任せる他ないが、支持できない項目が多いので
自民党以外の党と　でもどの党が良いかわからない。
主要政党だから
収入のない社会的弱者からも同じ分だけ税金を徴収すべきではない、憲法改正の矛盾点など政治的な任期期間だけではなく、長期スパンで問
題を見ていて意見が人道的。
宗教がらみ
宗教みたいなものだから
庶民的な感じを与えてくれる
消去法でもっともマシであるから
信用するに足る政党がありません
信用できない



人を見て考えます
人間性が大事。
是々非々で。最初から主張が一貫している党が他にないから。
政権安定性と政策執行力が期待できそうだから。
政権与党だから
政策がしっかりしている。庶民の味方である
政策がどの政党もパッとしない。
政治家そのものが信用ならない
政党や派閥で決めるのでなく、個人を観て支持したいから。
政党より人と公約だから。
政党助成金を受け取っていないから
正直どこが良いのかわからない
正直言って積極的に支持は出来ないが、自民党の暴走を抑える意味でその存在意義を示してもらいたい、という期待を込めて。
選挙の顔　先生になってからの顔　どこも皆同じ。政党より　地元の人を選択。
選択肢が不毛
其々の意見を聞いてから結論を出す
他にないから。
他に見当がつかない。
他に支持する党がない
他に支持する様な候補者がいない
他に政権を任せられる政党なし
他に任せても良いと思える政党が無いから
他の政党じゃいまいち頼り無い
他の政党では任せられないから。
他の政党は言ってることとやろうとしてることが矛盾してることが多い
他の政党より信頼できるから
多少でも霞ヶ関を使える
大阪を良くしたい！！
知らねえよ！
二大政党を求めるから
日本もアメリカみたいに二大政党制になればいいと思う。
任せておいて安心出来るから
悩んでます…これからの政見放送などで考えます！
米軍に対する地位協定など、改善が進まない。
保守系支持なので。
本気だと言う気持ちがいずれにせよ伝わらないから
魅力を感じる党がない
民主党が政権握ったとき何をしてくれたのカかな・・
民主党が与党となって、口だけで能力が無かったから。ということで、
民主党政権にがっかり
民新党みたいな「お子さま政治」をやらないかな
民進党とか社民党と言いたいところだが、とてもじゃないがどこの政党も信用できない
無所属
無難かなあ
野党がダメすぎる
野党で任せたいと思える政党がないから。
野党の中では一番まともだから
唯一ぶれない党だから。
与党は横暴、野党は反対ばかり。かつての民主党政権で(期待したが)何も出来なかったではないか。それどころか、フクシマの判断を誤った。
与党を倒せるところに投票



本当は政権を任せたい人
蓮舫さんか、小泉進次郎
与党から選ぶとなると麻生氏に期待したい。現状の野党は期待薄に見える。
唯一思い浮かんだのは小泉進次郎氏。ただ彼も政党内のしがらみであまり活動の自由がきかない感じになっている気がするので……。
野田佳彦さん
無欲で勤勉な人
無し。テレビに出ているから素晴らしいとは限らないから困る。判断材料が余りにも少なく感じる
民進党の原口一博。元は自民。元、松下政経塾4期生。 政治・経済を、熟知している。元総務大臣、内閣特命担当大臣。野田佳彦、高市早苗も、松
下政経の出身。 熊本のBMWのパブリックオフィサーより
麻生太郎
麻生 太郎さん 今の安倍さんよりは頼りがいがありそう
本当は和を重視してくれる政治家が良いのですが、今の国会ではいないですね。トップダウン型ですが名古屋の河村たかし市長が、いろんな人を
かき回して、結果いい方向に結びつきそうなのでいいかな。
北野武 官房長官は、所ジョージ
豊島典雄
豊島さん
平和憲法を尊重する人。そして子育てと仕事を両立できる仕組みを本気で考えてくれる人。
分からない
物事を深く考える事が出来る人。
悲しいかな思い当たる人がいない。 景気は末端には恩恵が全くなく、消費税が導入されてから景気が良くなった試しがない。 政治に期待が持てな
い。
悲しいかな、見当たらないです・・・とにかく貧乏人の味方になってくれるような人が現れてほしいですね。
俳優の伊勢谷さん、杉良太郎さん、自民党の石破さん。
日本国憲法を守り、国民の生活を第一に考える人。多すぎる国会議員と議員報酬をバッサリ削減してくれる人。
特定の個人ではなく、野党からだすべき。
特に無し！
特に無し
特に無し
特になし。地味でもいいので、今の日本を建て直してくれる人。
特になし
特になし
特にいない
東国原英夫さんとか… 日本を変えてくれそうな気がしますが…。
東国原英夫
東国原英夫
田中角栄
鳥越俊太郎氏、池上彰氏、
誰に任せても同じことになると思う。
誰でも同じだと思う。
誰が良いかわからない。まぁ　品のいい橋下徹
大平正芳
大西貴文(o゜▽゜)o
全くわからない
石破さん
石破さん
石破 茂
石原伸晃氏。稲田朋美氏。笹木竜三氏。
正直誰もいない。 個人的に支持する議員が政党関わらずいないわけじゃないが、政権の舵取りという視点で見た場合どうなのか．．．
正直見当たりません
政治家以外の人。
世襲議員や、しがらみのない議員
菅直人
菅官房長官
菅官房長官
菅　官房長官
小沢一郎議員 50年、100年先を考えていた議員を他に知らない。
小沢一郎か石原慎太郎
小沢一郎
小泉進次郎衆議院議員
小泉進次郎さん
小泉進次郎
小泉進次郎
小泉進次郎
小泉進次郎
小泉進次郎
小泉元首相
小山薫堂とか？
首相にしたい特定の人はいないが、 そろそろ日本でも若手（30～40代）の首相を輩出してほしい。
自民党総裁
自民党に若干不満があるが他に支持できる政党がない。
自分
思い浮かびませんが，麻生太郎さんなんか興味があります．漢字の読み間違いや細かいものの値段を知らない事と政治の舵取りとは余り関係ない
様に思います．もう少しつづけて見ていたかったです．さすがに志位さんにどうぞとは行かないとおもいます．



思い付く政治家が見当たらない。
思いつかない・・・受け皿がないのだがカリスマ性のある誠実な政治家っていないのでしょうか？
志位和夫か嘉田由紀子前滋賀県知事
残念ながら思い当たりません
残念ながら見当たらず。
残念ながら具体的な名前が出ない。いっそのこと民意を正確に反映しつつ、人権を最大限に尊重するよう調整された人工知能に統治を任せた方が
良いのかも知れない
山口那津男
細川元首相
佐藤優
困ったことに今の日本にはいません。
今は特にはいない。
今は石破さん。
今はいない。
今の日本にはいない
今の政治家には見当たらない　賛否はあるが　田中角栄氏のような　国民の先頭に立つような人がよいと思う
今のところ適任者は安倍晋三氏
今のところは安倍首相
今のところ、安倍さん以外では、これはと思う人がいない。
高橋みなみ（元AKB48)
現役。
現状のまま。
現首相
現在は自民党で安倍さん。次は石破さんが良いのではと思う。
現行憲法９条の平和主義を守り抜く人
見当たらない
橋本元大阪市長
橋下徹氏には、是非手腕を振るってもらいたい。善し悪しは誰しもあるけど、自分の気持ちにブレない感がある。 明治維新の頃の志士の様に強い
志を持って挑んでくれそう。 側近には、小泉孝太郎氏を付けて未来の日本を担っていけるように政治の勉強がてら、手腕を振るってもらいたい。
橋下徹元大阪府知事や東国原元宮崎県知事等地方行政経験者が良いと思います。
橋下徹さんなど、小泉元総理のような勢いのある人で、ベテランの人。経験の少ない若い方はやるべきでない。
橋下徹さんです。
橋下徹
橋下徹
橋下徹
橋下徹
橋下徹
橋下前大阪市長。行動力が、ある。
橋下氏
橋下元大阪市長と東国原元宮崎県知事のタッグ。とにかく爺さん達は意見するのは良いが、表に出てこないで欲しい。これからの事の舵取りはこれ
からの世代が主役！ベテランさんは酸いも甘いもの勘所を教えてくれれば良い。
橋下　徹
共産党、山本太郎さん、池上彰さん、古舘伊知郎さん、
共産党
岸田外務大臣 小泉進次郎(将来的には) 細野豪志
甘利明氏
甘利明
甘利明
甘利明
我のことでなく、我党のことでなく、国民のことを考えて動ける人。
河村たかし名古屋市長
岡田克也さん
安部さん 菅さん官房長官
安倍総理
安倍晋三, すがよしひで、
安倍首相でしばらくはいいと思う。
安倍首相。 考えが同じ。
安倍さんに共感する人ではないのは確かです。 舛添さんや橋元さんタイプは困りますが、最低限でも社会人経験があり、活動資金を自分の収入・
財布で支払ったことのある人が政界に参加して欲しいです。 安倍さんがいい例ですが、親族からの資金援助で生活も政治活動も今までしてきた人
に任せるのは国民生活を危険にさらすことではないでしょうか。
安倍さん
安倍さん
阿部総理
ムヒカさん
ビートたけし 所ジョージ
ビートたけし
ハードルが低いなら、なんかヤラカシテも「しょうがねェな」と諦めざるを得ない、という点でビートたけし氏。
ないな
ソフトバンクの孫さん
これだという人がいないです。
こういう時こそ、田中角栄。
ギャンブル感あるけど橋下徹
オバマさんかマイケル・サンデル教授。あれだけ極右のいるアメリカより平和でボーッとしてる日本の方が正義の本領を発揮出来る気がする。安倍
さんのような演技ではない意志の強いリーダーが必要と思う。
ウルグアイの元大統領ムヒカ氏
















