
賛成
65.8%

反対
12.2%

わからない
14.8%

無回答
7.2%

賛成
77.0%

反対
3.0%

わからない
13.2%

無回答
6.9%

賛成
74.0%

反対
5.6%

わからない
13.2%

無回答
7.2%

賛成
72.4%

反対
6.9%

わからない
10.5%

無回答
10.2%

　5-1 消費税は５％に減税

　5-2 ロシアのウクライナ侵略は国連憲章
　      違反、無条件撤退を

　5-3 戦争No！ 憲法９条をいかす平和外交を

　5-4 核兵器禁止条約を批准し、核廃絶
　      の推進

５. 日本共産党の政策について

項　目 数 比率

 賛成 200 65.8

 反対 37 12.2

 わからない 45 14.8

 無回答 22 7.2

合計 304 -

項　目 数 比率

賛成 234 77.0

反対 9 3.0

わからない 40 13.2

無回答 21 6.9

合計 304 -

項　目 数 比率

賛成 225 74.0

反対 17 5.6

わからない 40 13.2

無回答 22 7.2

合計 304 -

項　目 数 比率

賛成 220 72.4

反対 21 6.9

わからない 32 10.5

無回答 31 10.2

合計 304 -
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区分 No. 意見

2
ロシアとウクライナの問題は、現在の形が云々でなく、もっと過去の歴史を広く知らせるべきだ。大体地下室がなんで
あんなにあるのか不思議だ。

3
志位委員長の発言「自衛隊活用」！　違憲を言っておきながらウクライナ戦争後態度を180度反対させ、ご都合主義
が露呈した。数年前に北朝鮮にも使節団で行ったが全く成果なし、無意味な外国訪問であった。東京オリンピック反
対活動は本当に見苦しかった。日本の恥と思った。

4 元首相3人（安倍、麻生、菅）とも政府に口をだしすぎ、特に安倍は人事への不満もある。岸田にまかせては。
7 資本中心の社会から、人民（労働者）中心の社会へ。
9 生活の安定、安全、安心のできる社会、平和な社会を望みます。

5 国民の要望を実現するためには税金負担をしなければならないので、消費税の減税については望まない。
12 消費税は減税しても、社会保障や学校教育などの充実はやる。

22
消費税は少ないほうがありがたいですが、少なくなった減税分はどのようにして補うのか、それが分かれば賛成で
す。

2

シェルターがないこと。ロシアが北海道沖に軍艦を結集させ、中国がEEZで漁船を100隻以上運航し、北朝鮮がミサイ
ルを撃っているのに、日本の九条は世界で通用する法じゃないので無意味です。日本でごちゃごちゃ言ってないで、
プーチンにいってみたらどうですか？　準備もできていない。実際に逃げられる場所がない。戦争を他人事として捉え
ているのが問題です。 正しく平等にして下さい。女性の利益につながることを言えばいいと思ってませんか？ それは
平等ではないことも肝に命じて下さい。差別ではなく区別かどうか、しっかり考えてください。

15
現在ジェンダー問題が増えている。まだ周りの眼、批判の声が多く感じる。誰もが豊かに暮らせるように平等社会はと
ても重要。

17
消費税はある程度平等な間接税なので減税はしない。累進課税を推進、高所得者高負担に。低所得者減税、無税
に。法人税も同じ。

21
日本の核兵器保有には賛成です。毎年防衛費で大金使うより抑止力になる。数百の兵器より１発の核兵器。近年ア
メリカの力、権限は弱くなっている。ロシアがウクライナ侵略したのもいい例です。アメリカに頼らず、自分の国は自分
で守るようにしたほうがいい。

22
戦後経済は短期間で世界のトップまで行けたのに、男女格差は皆頑張っている様子なのに、「底辺のまま」とはどうし
てだろう！

26 選択的夫婦別姓の実現を。

1中

2中

3中

賛成
80.3%

反対
4.9%

わからない
7.6%

無回答
7.2%

賛成
67.1%反対

7.2%

わからない
16.8%

無回答
8.9%

　5-5 気候変動対策、再生可能エネルギー
　      の推進

　5-6 ジェンダー平等社会をめざす

項　目 数 比率

賛成 244 80.3

反対 15 4.9

わからない 23 7.6

無回答 22 7.2

合計 304 -

項　目 数 比率

賛成 204 67.1

反対 22 7.2

わからない 51 16.8

無回答 27 8.9

合計 304 -
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27

白か黒かではない。わからないではなくどちらとも言えないを大切にする政策であって欲しい。グレーゾーンの意味を
具体的に示し、展開していただければ信頼できる。 例えば、ジェンダー平等社会とは？ その理念と具体的な施策
は？ そしてその前の基本としてジェンダーをどのように捉えているのか？ なぜ、ジェンダーという言葉を使用している
のか？ 共産党なればこそ披瀝できるのではないでしょうか？

28
 安倍元総理の国葬をどさくさ間際に決定した自民党、死んでまで忖度するのでしょうか？ 反対です！！。 貸金業の
最近のCMや銀行カードローンの行き過ぎた勧誘に規制を！！。野党共闘を前に進めて。

31
 消費税の減税は社会保険料の増大、年金の減額を招くだけで、むしろ消費を冷え込ませるだけです。日本が今行う
べきは核開発を行い、核兵器保有を宣言することです。ウクライナを見ても核のない国は核保有国から攻撃されても
本気で世界から守ってくれません。

37 ウクライナに関しては得ている情報が懐疑的。
40 憲法9条を世界は理解しているか？ 憲法はあくまで自国の規定であり外国は関係ない。

53
すごいあやふやな政策ばかり。戦争反対、平和な社会なんて誰だって賛成です。どういう方法でこれを実現するのか
が重要。

57
日本の総理大臣はアメリカ寄りの方と聞きいています。アメリカの加勢に守られている日本が、中国や北朝鮮と戦争
をせずに済むには難しい選択をしなければなりませんし、国民の覚悟も必要に思います。戦争をしたい日本の言い訳
にはしてほしくはありません。なぜ核が必要なのでしょうか。

2 車からの呼びかけ、言葉もやわらかく聞きやすい、女性の方好感が持てます。
6 高額所得者にしか買えないようなものには増税を。せっかく発電が増えているので蓄電装置の開発を進めては。

17 消費税ゼロ、物品税に。
18 消費税5パーセント減案には賛成だが減資分はどうするか。

21

減税というと消費税に言及されるが、それよりも不動産の所有や管理が適切になされるように、固定資産税の減税
（地租改正）が成されるべきと考える。自衛隊は他国の軍隊よりずっと新しい組織であり、戦争を目的としない地球防
衛のための進化した組織であることを考慮すると、憲法で明記（規定）するよりは国際法で規定すべきと考える。また
男性と女性はすべてをジェンダー平等で語ることはできないと思う、伝統や未来志向もあるだろう。

22
ただ言いているだけではなくて具体的にどうするのか？ どうやってる無条件撤退を実現するんですか？ どうやって5
パーセントにするんですか？

31 なぜジェンダーと言わねばならないのか。一口で説明できないので知らない人が多い。

1

政府の税金の無駄使いやめてください。いくら無駄にしているんですか。国民のため働いているのだから給料高すぎ
です。金のためだけならやめてください。必要なものに金をかけ不必要なものにはやめてください、そしたら減税でき
ます。金だけもらって仕事していますか？ 国会で寝ている人もいる、何をやっているかわからない。1日の仕事の内容
が知りたいです。

5

ロシアのウクライナ侵略から日本が学ぶこと。日本は近隣の中国・ロシア・北朝鮮と核保有国に囲まれた現在におい
て、北朝鮮は日本に向けミサイルを連発、中国は、日本の領土である尖閣諸島へ連日侵入している状態です。専守
防衛では国は守れない。ミサイル攻撃を受けてから議会の承認を得ての対応では日本は破滅です。攻撃のための核
ではなく抑止力としての核保有をすべきです。これらの国は、話が通じる国ではありません。軍事力を強化し核保有
国と対等な立場になり、他国から侵略されない国を目指すことを望みます。

9 外交・対話は大事だが、それだけで平和が守られるか疑問です。

11
ロシアのウクライナ侵略の戦犯にかけられる人は誰ですか？ 国連はただの飾り物ですか？  どれだけの国民が殺さ
れるまでただ見ているだけですか？ 戦争ほど馬鹿げたものは無いと知るべし、他の生き物を見習ってください。やっ
てくる気候変動に備えるべしです。

13 気候変動対策は喫緊の課題。環境破壊は後戻りが困難だ。責任ある対策を本気で取り組んで欲しい

15
手遅れになる前に憲法9条を改正して自分たちの国を守れるようにする。使用するために核を持つのではなく、自国
を守るために保有すべき。アメリカが助けてくれるかどうか…、今回のウクライナの例のように有事のさいは当てにな
らない。

26 消費税は1％に。北朝鮮ミサイル問題、日本の対策は？

27
消費税より物品税を導入してはいかがか、高額所得者ほど高い税金を払ってほしい。火力発電に頼らない電力を考
えてほしい。太陽光パネルもソーラーシェアリングで農業とともに設置したり、風力、地熱など大きな地域で考えず、地
産地消のエネルギーを考えてほしい。

32

共産党が我々を守ってくれますか。自衛隊の妨害をするので困っています。自衛隊は憲法違反と言いながら有事の
時は活用するというクソのような二枚舌にあきれています。防衛費や自衛隊に反対する前にウクライナに行ってあな
たたちが言う9条を訴え戦争を止めてみて下さい。防衛力に反対しながら志位委員長にSPが同行しているのはなぜで
すか？

1 近い将来、日本が侵略される恐れがある。だから、侵略されない仕組みを持っておいた方が良い。
3 戦争で得られる物はなにもない。
6 現在は人の命や暮らしが守られていない。世界を見渡しても然り。人種・言語・宗教の違いが壁。

10 女系天皇を認める制度にしてジェンダー平等の第一歩にしたい。
12 ジェンダー平等、理想でしょうがね。
14 憲法９条を棄てたら、軍備拡大に歯止めが効かなくなる。
16 全てに賛成です。しかし、「言うは易く、行うは難し」。どう進めていくか大変です。

3中

4中

5中

6中
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1
核廃絶を目指しても外国（中国、ロシア、北朝鮮、インド、パキスタン等）では開発を続けている以上、世界的に止めな
ければ難しいのではないかと思う。世界へ向けて怖さを訴え続けるとしても、軍事優先的な国では聞き入れることは
ないのではないか。相手のせいにしているだけで。

3 消費税は0％に！
7 ジェンダーとは何ですか？

12
共産党の主張は正しい。しかし核武装と軍隊という力を持たなければ平和は維持できないと思います。核廃絶は進め
なければならないが、相手も持たないときに日本も持たないと言うことだと思います。

5 ゴミの不法投棄にも対策をして欲しい。
6 消費税はこれ以上あがらないことを願います。
7 消費税は0%に！

9
消費税は社会保障費の不足を補うためだったと思う。どのくらいの割合で正しく使われているのか。自然災害も増え
ている最近、消費税の減税は現実にできるのか、疑問に思っている。

12
賛成だけど、防衛は必要。日本から戦争を仕掛けるのは反対だけれど、自衛のためならやむを得ないから、そこを
はっきりさせて。9条を守りつつ、自衛のためのものは仕方がない。

2 高度な倫理性を持ち、100年後の地球全体、人類全体の幸福を目指している政党で政策は格調が高い。
6 何している党なのか分からない。

14 ハッキリ言って何をしているかわからない
16 ジェンダー平等は勿論賛成ですが、最近行き過ぎた言葉狩りで窮屈にも感じます。

18 志位さんの意見は一貫性があり信用できる。内容もきちんとしている。
23 然るべく対策が必要だと思う。
24 憲法9条を生かした平和外交とは具体的にどのようなことを言うのか？
27 頑張って欲しいです。
29 良いと思う。

32
太陽光発電は昨今の土砂崩れを引き起こしたり、耐用年数や環境破壊が話題になっていますし、この辺りはありませ
んが、風力発電もバードストライクなどの問題が多発しています。他に良い方法があればぜひご提案をお願いしま
す。

33 「正しい」「クリーン」「公平」な政策を全面的に支持します。確信・自信を持って取り組んでください。

41
ウクライナ侵攻により現実的な国防の在り方について考える機会を持った。対話解決出来ない国に囲まれ台湾有事
も鑑み、9条の有効性は？と。それでも日曜版で説かれている意見を読んで、世論はどうあれ自身は平和思想を守ろ
うと思った

47 消費税を下げたとしても、何かが上がるのではないのですか？それならば消費税は今のままでいいのでは。
54 共産党の政策に全面的に賛成です。

都和中

新治中

web
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