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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

マクロ 1

PB⿊字化不要 PB⿊字化などという経済学にはない、国⺠経済を成⻑させない政策はすぐに撤回すべきである。⽵中平
蔵が言い出したそうだが、本人自身も撤回している。いつまでこのデフレを続けるつもりか。現在は財

政赤字が足りないのである。財政赤字を拡大し、国債発行して国民に貨幣供給する時である。財政問題

など、そもそも始めから存在しないことがまだ分からないのか。国債残高は増えても問題ない。「財政

改革」と称して国民を貧困化させる政策をいつまで続けるのか。米国を見習えばよい。今は財政出動を

すべき時である。コロナ終了後も増税して国債償還はすべきではない。参議院議員の西田昌司の提言

「ＭＭＴで消費税ゼロに」をよく読んでもらいたい。維新の党の「身を切る改革」など国を貧困化させ

るだけのバカげた政策である。「大きな政府」を目指し、維新の党は脱皮すべき時である。「身を切る

改革」など、誰も支持しない。今の経済学は間違っているのである。金本位制に引きずられた商品貨幣

論に基づいた議論であり、維新の党の議員はもっとよく勉強してもらいたい。国民にバカにされ、愛想

をつかされている。ＰＢ黒字化を言う議員は落選させるしかない。

金融

税制

マスコミ 5

マスコミ報道内容・煽り、

テレビ局もスタジオでマス

クを

１、日本のマスコミが「日本を貶めるため」に裏で、海外に向け「日本はとんでもない、こんなことや

あんな差別や…」と発信している　3件
２、テレビは社会不安を煽る、暴動装置となってしまった

３、視聴者や国民にコロナ感染症対策を訴えているテレビ局自体がスタジオでマスクをしないのはおか

しい

放送・通信 13

NHK⺠営化、外資規制、
接待問題追及、放送法改

定、NTT問題、総務省の電
波・放送認可業務廃止

１、NHK民営化を。3件
２、テレビ局の外資規制。問いただすと同時に抜け穴無い様に調査を。　2件
３、総務省接待問題追及を　2件
４、放送法改定廃案を　2件
５、NTT問題調査すべき
６、総務省電波・放送認可業務廃止して。3件

エネルギー 2

全原発の廃炉決定を、原発

事故時の避難について

１、全原発の廃炉決定を要望

２、原発事故時の避難について悪天候でも避難できるように計画を

福島原発 1

福島原発の処理水、 １、処理水問題は、喫緊の日本全体の問題。海洋汚染は、原発処理水だけの問題ではない。プラスチッ

クごみ、道路上のポイ捨ても、歩きタバコも、国会内の喫煙所の話も、みんな繋がっています。国民

は、東京電力や、国の管理の問題といい、解決を先送りにしているが、結局は、国税を無駄に使い、自

分たちと子孫のクビを締めている。世界中の基準では、薄めて流せば問題ないことが、わかっているな

ら、さっさと流せばいい。

環境 6

小泉環境相批判、レジ袋有

料化の検証、ペットボトル

廃止、環境問題対策

１、小泉環境相は、何も物事を深く調べれ知識として持っていない（物事が理解できていない？考える

力が少ない？）のではないか　2件
２、環境省では「炭素税」の導入や、「プラスチックスプーン」の有料化を推進しようと考えているよ

うだが、先に導入した「レジ袋の有料化」についてどのような検証を行なっているのかはっきりしな

い。

３、「レジ袋が有料化」実施にあたっての弊害を考えていたのでしょうか？

４、飲料水やお酒類の容器を紙製品、ビン製品、陶器の容器のみにして。ペットボトル等のプラスチッ

ク製品、金属製の容器(アルミ缶・スチール缶等)をやめさせて
５、NHKの番組で2030年までに世界で環境問題を解決しないと大変な未来が来ると放送していた。対策
を。

温暖化 2

屋根白色塗装制度、製鉄業 １、温暖化防止のために、国による無料屋根白色塗装制度を作ること

２、中国の鉄鋼メーカーは国有企業だから、政府の後ろ盾で水素製鉄の技術開発にバンバン投資してい

る。一方で日本政府は、二酸化炭素削減のために炭素税（排出量に応じて課される税金）を鉄鋼業に課

す

観光

農業

政策目安箱へのご意見と党の対応について（2021年3月後半分）

経済

(37)
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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

交通・流通 3

自動車の構造、バイク騒音

取り締まり、リスクアセス

メントの徹底を

１、スバル以外の車は、Aピラーとドアミラーが、くっついていて歩行者が見えづらかったりします
２、バイク騒音取り締まりと、バイク装飾ヘルメット規制へ

３、働く皆様方に、より防災意識を高め、私達の暮らしや大切なライフラインを守るために、お力添え

を。リスクアセスメントの浸透を。

住宅

RCEP

その他 4

2025年問題、半導体メー
カー支援、楽天に対する疑

義、半導体工場火災

１、2025年の崖の対策を支援している。 近は、地震やコロナや接待で大変だろうが、我が国の官公

庁、大手企業の2025年問題への対応の遅滞は、話にならない。
２、日本の半導体メーカーを全力支援を

３、中国政府の管理下にあるとも言える中国の「テンセント（騰訊）」から出資を受け入れる「楽天

（株）」は危険では。「テンセント」の「ウィーチャット（微信）」ＳＮＳアプリを使うことで、

「LINE」（ソフトバンクが親会社）と同じようなことになるのではないか。
４、ルネサスの半導体工場で火災が起きた。原因調査を徹底して、警察庁の公安部や公安調査庁は犯人

を特定し逮捕して欲しい

社会保障 4
生活困窮者支援 子育て、女性とか部分的に分けるのでなく、生活困窮者、コロナで収入が減った国民全てを救う支援が

必要、国民を救う政治をすべき　4件

医療 3

トランス脂肪酸使用禁止

を、改正健康増進法を、場

面緘黙症について

１、改正健康増進法　 早急に経過措置を廃止にしてください 早急に法律施設内では完全全面禁煙にして
ください

２、場面緘黙症について周知、理解を促す政策をしてほしい

３、日本でも、トランス脂肪酸を使用禁止にしてほしい

労働 3

非正規雇用ばかり増えてい

る、過労死、年間休日

１、非正規搾取制度が非正規雇用ばかり増加させ非正規貧困層が増えています

２、「ソニー」社員 過労死と認定 海外赴任中に心臓の病気で死亡
３、（福祉用具の会社に勤務）年間休日は98日だったのですが、社長に訴え102日にまで増えたが、コ
ロナ禍でも高齢者との距離は近く、リモートも出来ない。うちの様なブラック起業は国が法律で週休2日
制とか配送以外はリモートでと決めて頂かないと会社は動かない。国が本格的に年間休日を決めて頂き

たい。

外国人 2

外国人移住のコントロー

ル、外国人労働者受け入れ

に対する補助制度

１、国別の移民人口のコントロールを真剣に考えて

２、労働者を確保できてるにもかかわらず、外国人を雇い。外国人を辞めさせるわけにいかない。それ

は、会社が補助金をもらう為。日本人も切るわけにいかない。その選択が日本人を短時間に変える。

おかしくないですか？日本人の税金で補助金を出すのに、日本人の収入がなくなる。本末転倒。外国人

労働者を受け入れは反対ではありません。しかし、私たち日本人を助けて欲しい。受け入れに対する補

助金制度。国自体が考えて欲しい

児童虐待

少子化 3

中絶ビジネスに対する対応 １、中絶ビジネスという酷い記事を読みました。ギリギリで中絶し出産一時金をもらうという酷いビジ

ネスがあるということです。こんな少子化なのに、、、ぜひ出産した日本国籍の女性に出産祝い金を制

度にして下さい。育てられない時は国が責任を持って特別養子縁組を制度にするべきです。

２、中絶ビジネスに対する対応を　2件

不妊治療

動物愛護

保育

経済

(37)

社会
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教育・研究 6

教育費の完全無償化、大学

の事務改革等、文系(人文
科学、社会科学)の研究者
に1円たりとも血税を投入
しないで、サッカー日韓戦

で富安選手が相手選手の肘

打ちで怪我した件、

MANGAナショナルセン
ター法案、SNSのいじめで
中学１年の女子生徒（１

３）が自殺

１、教育というのは個人の家計のみならずその成果を扱い利益を得る企業にも大きく負担されるべきで

ある。将来に渡り税を様々な形で納める国民の、社会への出発地点というのは就職であある。その段階

までは学生全員が学費で進学先を決める必要のないような教育制度にしてもらいたい。

２、受験をひと段落し、大学運営の問題点も少なくないことがわかった。改善願いたい。事務が民間か

らすると自治体同様に時代遅れ、グローバルスタンダードではない。返戻不用の奨学金が少ない。民間

と比べて労働時間の割に教授の人件費が高い。

３、人文科学、社会科学への研究費、そういう大学への補助金、その他一切1円たりとも投入しないで。
私たちの血税は文系研究者のケンカの種ではない。

４、日本サッカー協会は韓国選手の愚行をFIFAやAFC、メディアで批判し、抗議して！
５、MANGAナショナルセンター法案、阻止していただきたく
６、名古屋教育委員会が3/15、SNSで嫌がらせを受けていると学校に相談していた中学１年の女子生徒
（１３）が自殺と発表

法務 4

夫婦同姓の法律を改正しな

いならば、国会議員は戸籍

上の名前で活動を、男女平

等は機会の平等、集団ス

トーカー

１、丸川珠代・参議院議員が旧姓で活動しているのは、戸籍上の名前で活動するのが不便だからだと思

います。国会議員ならばこの不便は自業自得。夫婦同姓の法律を改正しないならば、国会議員は戸籍上

の名前で活動すべき　２件

２、「男女平等」は機会の平等であり、単なる数合わせの平等ではない

３、集団ストーカー(ガスライティング)？なんていう犯罪があるらしい。関心を持って欲しい。

人権 4

児童虐待やDVやストー
カー予防の教育を、障害者

差別解消法への理解が広が

る政策を、夫婦別姓につい

て

１、児童虐待やDVやストーカーを予防するため、学生や大人に教育したほうが良い
２、文部科学省で障害者差別解消法に於ける合理的配慮の提供をしない為鼻マスク受験生の方は権利侵

害をされている。障害者の定義は手帳の有無は問わない。国は障害者に差別をしないといいながら、

正々堂々と差別している。障害者差別解消法を国民に理解してもらい、文部科学省のした人権侵害に気

付いてもらえる様な活動を。また、警察で研修すら行われていないようなので、公務員への提供義務違

反への罰則を

３、（男性50代）家庭を破壊する夫婦別姓案に反対
４、（男性70代）丸川議員の夫婦別姓ノーに大賛成

2

五輪は中止すべき、五輪で

の外国人観光客入国禁止は

当然

１、医師看護師ボランティアの人員が準備できるのか。まず無理だろう。日本国内の疫病まん延の状態

で外国人を多数入国すれば収拾がつかなくなるだろう。絶対五輪は開いてはならない

２、東京オリンピック・パラリンピックの海外からの外国人観光客の入国を禁止する旨の決定がなされ

た。当然のことである

その他

防衛 9

新冷戦、外資土地規制とス

パイ防止法、英の核弾頭保

有数引き上げは当然、交渉

で核放棄は不可能、防衛費

GDP２％、半導体⼯場の⽕
災、クアッドについて、沖

縄の全米軍基地を自衛隊基

地として返還要求する

１、新冷戦では人権を尊重するアメリカが勝利する。人権に勝るものはない

２、北海道　静岡　沖縄を中心に中国資本による土地買収が急激に増　日本国内における外資土地規制

とスパイ防止法の制定を　２件

３、英の保有核弾頭、上限180発から260発に引き上げ。当然である。世界を蹂躙する中国共産党独裁政
権に甘い顏をして傍観した愚かな歴代の日本(無能)政府は、今頃になって「慌てふためく」愚かさを全
世界中に発信しているが「恥晒しの極み」

４、交渉で主権国家に核放棄させることは不可能で

５、防衛費のGDP比2%を支持
６、 近の半導体製造の旭化成とルネサスエレクトロニクスの火事は、悪く考えれば、スパイの仕業？

重要な施設で火事が半年程で２件も続くとは、普通は考えられない。

７、米英にハシゴを外される日本主導「クアッド」の悲哀

８、沖縄の全米軍基地を自衛隊基地として返還要求する

米国

韓国 3

慰安婦問題、韓国とのネッ

ト遮断

１、なぜ日本だけが世界中に非人道的と言い触らされるのか。世界が隣国の異常性を止めなければ、隣

国の民は滅びる。　２件

２、韓国からのアクセスを全面遮断した結果、ネットでのサイバー攻撃がなくなったと話題になってい

る

北朝鮮

外交

(25)

社会

(31)
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中国 8

中国共産党批判、下村議員

発言、親中派議員不要、中

国共産党軍の軍拡スピー

ド、尖閣諸島「陸上警備専

従部隊」、ウイグル人への

ジェノサイド認定、

１、如何に共産党が隠ぺいし、未だ世界に恐るべき被害をもたらしていることを紹介すべきと思うが、

いかがか？中国はワクチンを開発しばら撒いている。マッチ：ポンプもいいとこ

２、自民党下村議員の竹島の韓国名併記の必要ないとの発言に賛成し、報道機関に是正を求める

３、米国や日本国が、ボケーとしている間に中国共産党軍の軍拡スピードは圧倒的で、米・日もなす術

もない

４、親中派議員を落選させれば日本は確実に良くなる

５、尖閣諸島「陸上警備専従部隊」を支持

６、ウイグル人へのジェノサイド認定を支持　２件

７、日本(無能)政府は、毎度/毎度の「負け犬の遠吠え」の懸念砲(キャン)・遺憾砲(キャン)だけで何も
出来ない

ロシア

台湾 1
台湾有事・南シナ海有事・

尖閣諸島有事

台湾有事・南シナ海有事・尖閣諸島有事が起きてもおかしくない状況

ASEAN 4

ミャンマーに対する外交政

策、国連軍派遣、ミャン

マーと中国、

１、国会議員の皆さんは、日々殺されていくミャンマーの人々の苦悩を理解されているか？多くの動画

を見て。無抵抗の市民に対する武器を持った治安部隊による虐待、虐殺、殺人が行われている

２、国連軍をミャンマーに派遣すべきだ。日本政府はミャンマー国軍・警察に対して独自の制裁措置を

講ずるべき

３、ミャンマー軍の司令官は頭がおかしいのではないか。それを支持している中国の習近平はもっとお

かしい

４、ミャンマー市民を助けよう

皇室 2

小室氏バッシング不要、天

皇中心主義捨てるべき

１、憲法には皇室の目的が書いてありませし、皇室典範には皇族の目的が書いてありません。つまり眞

子さまは法律上普通の女性です。以上により小室氏をバッシングする必要は全くない

２、政府が天皇中心というのはやめとけ！日本は天皇中心主義を早く捨てるべきだ。そうでないと国民

の自由な思考が働かず衰退していく

憲法改正 1

国民投票法改正案抗議＆憲

法審査会を開かないよう

国民投票法改正案に抗議します。憲法審査会を開かないよう求めます

公務員改革 6

能力業績主義人事を無視す

るという参議院事務局の不

文規制の即刻廃止を、公務

員の倫理観改善を、自衛隊

の不祥事改善

１、能力業績主義人事を無視するという参議院事務局の不文規制の即刻廃止、岡村隆司参議院事務総

長、小林史武事務次長以下の参議院事務局幹部職員の懲戒免職、能力業績が国民的に高く評価されてい

る参議院事務局職員の正統な幹部職員への抜擢　4件
２、何故警察官が口調や態度を崩し、恣意的で攻撃的で挑発的な態度を取って居るのか、利己的な快楽

の為で在り何の正当性も有りません。知よりも低い公務員の倫理観を何とかして下さい。

３、自衛隊で不祥事が多い。改善を。

選挙 1
政権放送不要 １、そもそも政見放送は、なくていいのでは。

地方行政 11

共産党員の行動は詐欺罪、

公明党に対する姿勢批判、

制服について、都構想反

対、一元化条例に抗議、一

元化条例検討、自粛はもう

いい、コロナから学ぶ福祉

産業革命の万博に、、子育

て費用、吉村府知事批判

１、地区の副委員長を務める共産党員が公明党支持者を装って大阪の府市一元化条例に反対するように

公明党の複数の市会議員にファックスで頼んだ事件。ちょっとやり過ぎ

２、公明党にご機嫌伺い不要

３、女の子の制服のスカートは 低冬はズボンを選べるように

４、大阪都構想に反対。府の税金使った無駄な２回の選挙について謝れ　２件

５、大阪府・市の広域行政一元化条例に抗議

６、政令指定都市を持つ府県も一元化条例を検討されたらいかが

７、自粛もういいんでは。吉村知事は応援してますが非正規雇用は支援もなく失業しコロナで仕事探し

もむづかしい。これだけ蔓延し自己免疫をあげる方法、何回も緊急事態宣言をするのは良くない

８、大阪をコロナ感染阻止に成功しなければ、大阪万博も開催できない。万博テーマをコロナに打ち勝

つ都市づくりと産業革命として、日本の大都市の健全化が必要だ。コロナ対策をして福祉国家をつくる

経済政策は、夜１０時以降の飲食性産業の過半数をなくしてこのような贅沢な費用を税金として、福祉

医療活動に回すべきだ。そして看護師・介護士を優先する給与体制にして高齢社会を乗り切る必要が、

議員首長に要求されている時代なのだ。まず議員の介護士研究体験から始めるべきだ。

９、子供の入学になるとお金がかかる。今まで強制だったランドセル、指定の靴下、指定のジャージに

指定のバック。世界を見て。高額な指定の物を購入させている国はどれ程あるか

１０、身勝手な宣言解除、慌てて特措法要請、更にマスク会食の義務化。無能無策である。

外交

(25)

機構

(33)
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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

機構その他 7

国会議員各自に識別番号、

個人情報流出、西暦併記、

公営競技の採用年齢、ザル

管理、１院制

１、国会議員各自に識別番号をつけて

２、度々、中国への個人情報の流失についてのニュースがありますが、政府としては、民間企業のセ

キュリティー対策（個人情報へ中国企業が迂回した間接的な方法で参入）なども含めて目が行き届いて

いるのか

３、元号を使う時は西暦を併記する

４、国会議員は、理由を付けて国会の審議拒否をすることが仕事のように見えてしまう。日本の山積し

ている（差し迫った緊急の）問題に対して真剣に臨んでいるのか

５、公営競技オートレースの採用年齢を18歳以上にして欲しい
６、国会議員宿舎の「ザル管理」以外にも、政党施設、省庁施設などの「ザル管理」もあるのではない

でしょうか

７、今こそ国の実状に合わせた2院制から1院制にし国民の為に働く議員を選びましょう。

LINE問題 5

ラインのプラットホーム化

に反対、LINEからデジタ
ル庁設立に反対、中国政府

への対策、足立議員質問に

疑問、LINEの個人情報流
出問題について個人情報保

護法や下請法での法整備を

求める

１、ラインの情報漏洩が解決されるまではラインアプリを一時停止するべき。ラインとマイナンバー

カードの連携を反対。ラインのプラットホーム化に反対

２、厚生労働省から昨年、コロナ感染アンケ－ト調査をLINEで求められたが回答してなかったが良かっ
た。個人情報流失じゃないですか。この政権は「とぼける」内閣では。デジタル庁なんて国民の個人情

報流失危険度が高すぎ。

３、中国は企業に対し情報提出命令が出せると聞いている。中国に本社を持つ日本の代理店・支店が中

国の本社に顧客台帳などを送ることが出来ない様になっているのか。ラインの問題で対策をとると思う

が。

４、日頃は足立議員の質疑について賛同するばかりだが、今回のLINEの件では、いやにLINEの肩をもっ
ての質疑、大変違和感を感じている。

５、LINEの個人情報流出問題について個人情報保護法や下請法での法整備を求める

１、保連は共産党系団体。園内で自民党、維新批判、都構想批判のビラを撒き、署名活動を行い、合研

という全保連の大会では自民党や維新の批判を行っていた。このような団体に強制加入させられ、活動

や上納金を強制されるのは深刻な人権侵害。保護者会への入会届を整備させ、任意加入の徹底をさせる

か保連に団体加入している保護者会の園舎使用禁止しないと改善されない

２、維新の国会議員は立民や共産党の論客に負けてる場合ではありません。本当に今の日本は危機的な

状況であり、覚悟を持って立民や共産党と闘って。そうすれば国民は必ず維新を支持し、躍進させてく

れる。

３鬼滅風の選挙ポスターを作成し、問題になった。その件は著作権の問題だったが、公職選挙法で決め

られていること以外にも選挙ポスターに関して党独自のルールを作るべきではないか。

４、片山虎之助議員の質問にあった予備費に関する質問は素晴しい内容

５、日本維新の会は大阪のことしか考えていない政党と嫌われている

６、立憲民主党は総務省への批判ばかりではありません。以前から、女性の非正規労働者に休業支援金

がまだ出されていなかったことを問題として提案している。日本維新の会は、休業支援金をもらえてい

ない非正規労働者はどうでも良い、自殺するなら勝手にしろ、とお考えの政党ですか。

７、（６０代の内科医師）初めに勤務したのはいわゆる共産党系の医療機関。現在、別の働き口を探し

ている。長野県のサイト長野県医師紹介センターのサイト利用している。ところが、私の実名が出る

と、多くの施設は面接すらしてくれない。医師の世界に物申せるのは、維新しかない。医師の職業選択

の自由を確保していただきたい。

党関

連

（28
）

機構

(33)

全国保育運動連絡会の活動

追及を、国民目線で提案し

て、立憲民主党批判はおか

しい、日本維新は非正規労

働者(女性)の深刻な状況を
提案しているか、医師不

足、自由民主党の不祥事続

きについて、立憲小西議員

の傍若無人について、鈴木

宗男議員激励、教科書検定

について、歳入庁・給付庁

の創設について、足立議員

の質問に疑問、足立議員の

質問を評価、尖閣諸島の防

衛強化のお願い、奈良県議

の姿勢に疑義、兵庫支部の

分断及び支持者の暴走につ

いて、入党資格について、

国立病院はコロナ重症患者

の受け入れ数が全く少ない

22党全般
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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

８、自民党は長期政権政党となって　「おごり」が蔓延。「正義に対する浄化作用も存在しません」。

議員の多くは自身の収入手段として議員の身分にしかみついているのが現実。政治の「精神は国民の生

命財産を守る」を信条としているとは思えない。この時期　日本の国民を守る政治を期待できるのは

「日本維新の会」しかない。

９、立民小西議員に対して懲罰動議を出してください

１０、鈴木議員、かなり、常識のない小西を相手の闘いお疲れ様です。頑張って頂きたいですが、ほど

ほどでいい。

１１、中学校の歴史の教科書（山川出版）に「従軍慰安婦」の項目が復活したと聞きました。子供達に

「慰安所」の実態を先生方がどう教えるのか？羽生田文部科学相にその辺を強く追求して。

１２、第189回 衆第31号「歳入庁の~法律案」の再考を。デジタル庁の創設と併せて意義のある法案。
また、給付庁設置も準じて考慮、

１３、足立議員の質問に疑問。　４件

１４、足立議員の質問を評価　２件

自民党が発案し出している「領域警備法」の新たな制定や海保や沖縄県警国境離島警備隊の強化、危害

射撃等の法整備等を維新も協力して

１５、中川奈良県議会議員が奈良県福よせ雛プロジェクト圧力をかけること自体が問題。このような議

員行動についてどのように日本維新の会は考えてるのか。

１６、光本尼崎市議が動画などで執行部批判ともとれる内容を流している。兵庫の維新支持者は兵庫支

部の分断に不安を覚えている。修復に時間がかかるとは思うが、他党議員からの誹謗中傷にはしっかり

と訂正と謝罪を求めて頂きたい。

１７、維新の党員になるには、特に何か資格や細かい規定等はあるのか？必ず全ての党の各イベントに

参加しなければならないのか？党員未経験で、堅苦しい印象があると思うが、こんな私でも入党可能で

しょうか？また、障害者だったり、政策や理念に100%まで一致していないけど、大丈夫なのか
１８、厚労省は国立大学に受け入れ要請に全く消極的だ。これでは医療崩壊する。国立病院の使命を果

たしていない。維新はこうした厚労省の姿勢を追及して

候補者擁立関

連
4

党勢が伸びない理由（候補

者選びがずさんでは）、田

淵支部長の姿勢はいかがな

ものか、東村山の小選挙区

に候補を、橋下待望論

１、維新が出来てきてからは、地方国政を問わず維新候補に入れてきた。皆勢いにのって当選しました

が、多くが任期途中で人格的問題で脱落している。維新はどうも候補者選びが杜撰なのではないか。そ

こで 近の国政選挙では候補者によって、選挙区と比例区を自民と維新に分けて入れることにした。両

方とも維新に入れられるような候補者を。

２、田淵氏の様な反ワクチン議員を野放しにしているということは、御党の方針に合致しているものと

判断する。

３、東村山市に在住の者。私の選挙区に維新の会の候補がいない。比例は勿論、維新の会に投票します

が、是非小選挙区で立候補者を出して欲しい。

４、橋下徹氏はコメンテーターで稼ぎたいと言われるでしょうが、このコロナで稼ぎ過ぎてもう良いの

ではないかと説得を

身を切る改革 2

身を切る改革＆給付金、政

党交付金

１、給付金、給付金と騒ぐ前に議員の歳費や通信費の60％カットとか政党助成金のカットとかの議論が
先ではないか。とりあえず自分らの報酬カットを給付金にまわすのが先だろう。自民党が接待，桜、感

両へのらみなどで墓穴を掘っている。コロナや経済は並みで尖閣は少し重要。「身を切る改革で給付金

これだけはやります！」で維新の選挙は大勝ち

２、歳費自主返納と偉そうに話すくらいなら、当然私たちの税金である政党交付金も受け取っていない

ですよね

党関

連

（28
）

全国保育運動連絡会の活動

追及を、国民目線で提案し

て、立憲民主党批判はおか

しい、日本維新は非正規労

働者(女性)の深刻な状況を
提案しているか、医師不

足、自由民主党の不祥事続

きについて、立憲小西議員

の傍若無人について、鈴木

宗男議員激励、教科書検定

について、歳入庁・給付庁

の創設について、足立議員

の質問に疑問、足立議員の

質問を評価、尖閣諸島の防

衛強化のお願い、奈良県議

の姿勢に疑義、兵庫支部の

分断及び支持者の暴走につ

いて、入党資格について、

国立病院はコロナ重症患者

の受け入れ数が全く少ない

22党全般
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大分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

コロナ全般 8

プランb策定を、コロナは
老人病、飲食店に対する感

染対策防止策の義務付け、

山梨形式の実施を、マスク

会食やマスク着用での会話

を指導、若者が間違ったコ

ロナ感染症の知識をもって

いる、聖火ランナー応援、

高齢者施設の感染拡大

１、リバウンド（第4波）が起きた時にプラン下記が必要だと考える。・十分な検査　・ロックダウンも
辞さない対応　・国民が納得する補償　・具体的な基準　政府には、国民に理解してもらうための具体

的な対策と 悪の事態を想定したプランＢを策定していただきたい。

２、コロナは死因ランキング36位の老人しか死なない病気。責任を取りたくない政治家と厚労省のせい
で国がどんどん壊れていく。

３、なぜ飲食店に対する感染対策防止策の義務付けなどを行わないのか

４、すでに効果が著しく減少し、経済的にも困窮を招く飲食店向けの時短要請はすべて撤廃する。

同時に、山梨県で成功しているコロナ感染対策の徹底化と行政による確実なチェック、および抜き打ち

の見回りなどを各都府県で実施する。

５、マスク会食やマスク着用での会話を指導・管理する飲食店・学校・事業者には営業時間延長等の優

遇を与え、管理意欲を高めてもらうことが必要。それによって、多くの国民にも必要な対策を理解して

もらえる。また、実際のコロナ感染者数は発表コロナ感染者数の何倍と想定されているのかを国民に知

らせれば、マスク着用等の感染防止が重要であることを理解してもらえる。

６、若者のコロナ感染症の知識が、現実と異なって認識している。SNSや大学、若者の集まる場所など
で、正確に現実を伝えるべき。

７、聖火ランナー応援について。密になっても声援をスマホに録音して、スマホ再生して声援を送るの

は如何。声援アプリを作成して、使用する方法もある。

８、・高齢者ワクチン接種。介護施設の利用者へ優先してもらいたい。自立している高齢者は自己防御

できるが介護を必要としている老人はリスクも高く、自己防御が出来ない。・介護施設の現状。利用者

へマスクをさせていない現実がある。看護師(介護施設)も布マスク着用。
　

感染症法上の

扱い

PCR検査等・
保健所

1
ＰＣＲ検査拡充が急務 パンデミックな感染症ゼロにせずと共存する社会を希望し、ＰＣＲ検査拡充反対なのか明確に。今後新

たな感染症が発生した時のためにもＰＣＲ検査拡充が急務と信じている。

マスク

１、特別定額給付金、一律再支給を検討して。ひとり親、困窮世帯のみ、非課税世帯のみではなく、平

等に一律給付を。貯蓄になんか回っていない。前回の分も全部生活費に回った。中間層の世帯も、コロ

ナの影響で収入も減り、ボーナスも減り、もしくは無しなどで困っているが支援の対象からはずれてい

る。このままでは落ち着いて生活出来ない。支援するなら公平にしてほしい。　2件
２、一律給付金を年収1000万以下の家庭に一人１０万でいいので給付して。経済回すにはそれが一番早
い方法。無理なら、固定資産税などの税金を下げるぐらいはしてほしい。

３、子育て世帯も大変だが、生活困窮者全体がギリギリの生活をしている。まともに食事が取れていな

い。栄養不足が心配。

４、今すぐ予算を組み替えるか、補正予算で本当に国民の命を守る政治を

５、給付金受給対象者から、生活保護世帯且つ無職等で、コロナ禍であっても、収入に変化のない人を

はずして頂きたい。使い道の現状を知って。ただのぼた餅にしかなっていない。特に母子生活支援施設

という福祉施設の実情を知って。

６、小口融資と総合支援を借入している。ようやく就職が内定した。給料が安いが市県民税金を免除さ

れない金額になりそう。去年分の収入は市県民税金免除になったが、国会を聞いていると、二年連続免

除でないと、総合支援は返済しなければならないのか？、一年以上ギリギリの生活で、返済は厳しい状

態。返済免除にならないか。

７、2月に千葉県社会福祉協議会にて総合支援資金を申請したところ、1ヶ月半ほど経つころに不承認と
なった。申請窓口の社会福祉協議会に問い合わせしてみたものの、不承認の理由は開示されないの一点

張りで、そのほかの支援策を案内されるわけでもなく、取り合ってはもらえない。千葉県は、

他に比べてとても対応が遅いです。（大阪は、不承認の場合は1～2週間ほどで連絡をくれるそう。）
せめて不承認ならもう少し早く教えてもらえると助かるが、散々待って不承認、理由も開示されないの

で、どうしたらいいかもわからず途方に暮れている状態。

８、・全国民を対象とした１人一律10万円の給付金を12か月連続で継続する
・給付をいきなりゼロにすることによる景気の冷え込みを防止するため、12か月経過後同様の対象に１
人一律5万円の給付金を12か月連続で継続する
・給付希望者にはマイナンバーの申請及びそれに紐づいた銀行口座に振り込むということを前提とする

・１億２千万人が対象として10万円の給付12か月で144兆円。5万円の給付12か月で72兆円を必要とす
るが、すべて超長期償還（300~500年など）の国債発行で財源を賄うこととする。

コロ

ナ関

連

（29
）

個人への支援 9

特別定額給付金再支給、

生活困窮者支援、国民の

命を守れる政党は何処

だ、コロナ給付金につい

て（生活保護世帯）、総

合支援返済不要にならな

いか、千葉県における総

合支援資金の審査につい

て、コロナ禍からの経済

復興対策
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事業者支援 2

一時支援金での事業者確認

での有料制問題、飲食店へ

のアクリル板配布

１、今回の一時支援金での福岡県北九州市での現状（おそらく全国的な問題）経済省事務局から地元で

の事業者確認する紹介にて税理士・中小企業診断士へ電話確認した。どこも診断確認では有料で２２０

００円~法人３２０００円などの費用がかかる。その後、経済省への申請で承諾されるかどうか？不透明
な内容で初回のこの費用、コロナ環境下では痛手。

２、飲食店：市に感染防止協力店を申請。申請しない店舗は、現状通り時短営業（協力金なし）市側：

個人別に仕切れるアクリル板を店の席数分に応じて配布、または費用負担

Go To ◯◯ 1
旅行補助金支給停止の代わ

りに税金還流

旅行補助金支給停止の代わりの税金還流でもいい。税金旅行通さず感染広げずに使って。

治療薬ワクチ

ン
5

イベルメクチン特例承認

促進要望、新型コロナワ

クチンには感染防止効果

はない、新型コロナ対応

国産ワクチンの特別承認

制度導入、コロナウイル

ス用ワクチンの配布要領

１、イベルメクチン特例承認促進要望

２、新型コロナワクチンの接種により感染が拡大してしまう。ワクチンの接種を直ちに中止して

３、欧米・ロシア・中国は既に量産を進めているが、日本はまだ 終治験段階です。欧米と同じく特別

承認制度を導入して国産ワクチンの接種を前倒し出来るようにして頂きたい。２件

４、コロナウイルスによる感染状況は、緊急事態宣言が下令されている都県がある一方、ほとんど患者

が発生していない県もある。コロナウイルス対策の決め手となるワクチンは、期待したようには輸入さ

れていない。（数量不足。）入手したワクチンの配布優先順序は、医療従事者→高齢者と示されていま
すが、緊急事態になっている都県に対する配慮がない。ワクチン接種の優先順序としては、医療従事者

を優先するのはいいですが、その次は緊急事態宣言が下令されている地区を優先するべき

予算・補正予

算

入国制限緩和

特定業種

特措法・感染

症法

緊急事態宣言 3

東京都の判断は正しいの

か、花見自粛はおかしい、

解除する日を確約して

１、東京都の「非常事態宣言」の判断は正しかったのか。正しいデーターに基づいて判断していたか？

科学的な根拠に基づいて「緊急事態宣言の延長」をしたのか？築地市場から豊洲新市場への移転問題と

同じ構造ではないのか？

２、花見をする人が増えていることについて、菅首相や小池都知事は去年花見自粛を求め、来年と言い

ながら、今年は花見をする人が多くていいのではないか、菅首相は自粛解除しているし、花見自粛を促

すのは、矛盾しているし、道理が間違っている

３、緊急事態宣言の解除が迫っているが、緊急提案したい。あと１０日間延長して3月いっぱいまでと
し、今までと違ってより厳格な外出禁止、飲食店の終日休業、リモート出勤限定等の厳しい制限を設

け、その代わり解除する日を確約する。

１、現在の内閣の人は早く辞めて欲しい。国民は疲れて、また今の内閣に諦めて声を上げない。大阪の

吉村知事さんのようなリーダーシップと国民の声を聞く事の出来る方に内閣を務めて欲しい

２、自民党党大会をやってるヒマがあれば、国会で議案の審議をして。

３、ゴシップ提案については「倫理委員会」等の専門委員会を設置してそこで議論して

４、国民の信頼は文春と野党。黒幕か武田総務相は国会で証人喚問で鈴木氏が武田氏の前を通るときに

「記憶がない」と小さな声で囁いた...画像記録が証拠。警察であれば同罪。菅総理の任命責任の罪は重
い

５、市民全体の奉仕者が行う政治が民主主義であり、全体主義の独裁者が行う政治が共産主義である。

６、世界的平和活動やカープ球団がある広島県なのに広島自民党／着服公務員（県議・市長・市議）の

行為は救いようがない。　２件

７、国会中継を見ていると、国会議員の先生達の意識の低さを感じる。あれだけ国民から信用の少ない

職業についていながら、自分たちで日本を引っ張ってやろうと言う気概のある人はいないのか。紙は相

変わらず、タブレットの使用も見られない。役所を含め連絡先は、電話とFAX番号たまにアルファベッ
トを目にすると、TwitterとLINE。こんなの使えるか。
８、立憲民衆党や共産党は火病者に質問を要請しているようにも見える。

９、立憲の小西って人は謝りませんよ。傲慢な人ですよね

１０、公明党　外資土地規制反対　何故だ？！

１１、飲食接待問題・・・こんなことよりもっと大きな問題(コロナ、医療法改正、経済、尖閣など)に
迅速に強力に取り組んで欲しい

１２、二階俊博幹事長の他人事のように言う発言には、神経を疑いたくなる。2件

その

他

(23)

コロ

ナ関

連

（29
）

内閣批判、議案審査を、ゴ

シップ提案は専門委員会

で、武田総務相批判、共産

主義批判、広島自民党批

判、国会議員批判、立憲民

主党批判、立民小西議員批

判、公明党の外資土地規制

法反対に疑問、飲食接待問

題より大きな問題を、自民

二階幹事長批判、野党批

判、自民批判、竹中平蔵氏

は警戒すべき人物、他国頼

りの解消を、公明党・山口

那津男代表「根拠なけれ

ば」ウイグル対中国制裁に

慎重姿勢（2021.3.30）の
件、有権者の願いは、広島

の政治が汚職体質から生ま

れ変わること23政府与野党
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１３、「何でも反対」野党の犠牲にはなりたくない。　3件
１４、私たち国民からずいぶん乖離してきたとみんな思っている。もう自民党は限界。

１５、竹中平蔵は新自由主義の政策を進める人物で弱肉強食の社会を是とする人物だ。安易に彼が

進めるデジタル化の利権に与してはならない。要注意人物。

１６、法案ミスは菅政権の責任

１７、ワクチン、通信(５G)、北朝鮮拉致など他国頼りばかり。いつからこんな国になったのだろう
か？！情けない

１８、公党の代表が「認定できる根拠がないから、わが国は中国への制裁処置するには賛成できないと

表明」された党は、公明党が初めてではないではないか

１９、検察が被買収者約１００人に対する刑事処分を見送っているというが、早急に起訴し、法に基づ

き公正に刑事処分をしてほしい。

合計 206

総計 10607 （2019.1.22〜）

その

他

(23)

内閣批判、議案審査を、ゴ

シップ提案は専門委員会

で、武田総務相批判、共産

主義批判、広島自民党批

判、国会議員批判、立憲民

主党批判、立民小西議員批

判、公明党の外資土地規制

法反対に疑問、飲食接待問

題より大きな問題を、自民

二階幹事長批判、野党批

判、自民批判、竹中平蔵氏

は警戒すべき人物、他国頼

りの解消を、公明党・山口

那津男代表「根拠なけれ

ば」ウイグル対中国制裁に

慎重姿勢（2021.3.30）の
件、有権者の願いは、広島

の政治が汚職体質から生ま

れ変わること23政府与野党


