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No 性別 Q9　上記以外に国会を活性化するための改革案をお持ちの方は自由に記入ください。

3 男性 一人一人意見を述べて賛否を問うべきまずは全ての意見を聞く

33 男性 少なくとも共産党はやめておいたほうがいい

43 男性 野党があまりにグダグダ。表集めの為の議論を止めさせろ。

74 男性 パフォーマンスを禁止する

76 男性 全てにおいて国会会議をやっていい所がない

102 男性

国会で発言する議員の質問などは、前もって準備されるが、その際に無駄な質問や明瞭な質問でないと判断し
た場合は国会での発言、答弁を禁止するなどして、スピードを上げる。また、その際、不公平にならないよ
う、政治とは関係ない第3者(裁判官のようなひと)による多数決で行い、過半数の発言許可が出なかった場
合、 発言できないようにすれば、合理化になりとても良いと思う

104 男性 野党は足の引っ張り合いをするのではなくもっと建設的な議論をして欲しい。

121 男性 1日の国会時間を短くする

135 男性 遅刻しない。やじ禁止。１度でもいいから孫なり子供なり連れて討論してみて、現実見る

136 男性 新しいものはリスク被ってでもある程度必要だと思う

156 男性 電子機器の活用をすべき。

158 男性 政策への反対による欠席などの処罰

191 男性
もっと国民に政治に関して関心を持ってもらうことで、国会が活性化されると思う。例えば、重要な政策に関
して国民投票を行ったりすれば良いと思う。

208 男性 議員定数を大幅に減らす比例代表制の廃止

213 男性 党首討論の廃止

237 男性 野党の質問時間を減らす野党へのペナルティを強化する

246 男性 無駄な議論をなくす

259 男性 英国と同じく二大政党制

267 男性 無駄な「野次」は無くして、意見を発言する人は理由等も添えて発言する

290 男性 公務員を全員罷免する

310 男性
国会で政策が決定したら給料・手当が出るという成果主義を導入したり、長引くほど議員全員が損をする仕様
にする。

312 男性 一院制

344 男性 若手議員、ベテラン議員を与野党問わず含めた一議題に対するディスカッション討論の導入。

356 男性 両立場を明確化する

408 男性 野党のくだらない揚げ足取りに時間を割くのをやめる

410 男性
お題に出されたこと以外に関しては触れないべき、しっかり話し合うべき、お題に出されたことを集中して行
うべきと思う

445 男性 資質のない議員は減給または首にすべき

446 男性 国会議員のリコール制度を設ける

451 男性 供託金の減額

458 男性 もっと国民の意見を取り入れる対策をとって欲しい

464 男性
野党側の政策提案の増加とそれを行うためのインフラ作り党首討論の開催を増やし、野党党首に対する質疑も
行えるようにすること

466 男性 揚げ足取りをしない

473 男性 個人の資質については、国会の会期中に議論せず、政策のみを話し合うべきである

483 男性 年齢制限の枠を設ける

489 男性 国会中継をもっとするべき

495 男性 ITを積極的に取り入れ、資本主義を撤廃する。

496 男性 各議員が各地域の問題などに面と向かって向き合うこと

522 男性 過度なパフォーマンスをしたり答弁の妨害や野次がひどい人は退場のシステム

530 男性 野党のヤジを無くす

538 男性 一般人なども会議に参加できるようにする

545 男性 発言を文章にしてネットなどで公開

547 男性
ガヤみたいなことをしたら速攻で退席させたりペナルティを与える各衆議院議員や参議院議員ごとに発言回数
をしぼる

586 男性

審議に応じられないとか言ってサボるやつは給与を返納してほしい。議員は大体が会社をいくつか持ってる
し、給与をもらい過ぎである。消費税を上げる前に議員の給与を減らしてほしい。（国民の平均年間所得=議
員の給与でいいんじゃないの）

595 男性 野党がきちんとお互い意見を出し合って良い国を作っていくべき

604 男性 時間を変えてみる

606 男性 嘘をつかない政治

607 男性 まず、人の話を最後まで黙って聞けないような人を国会の場に立たせるべきでない

613 男性 話題を限定させる

615 男性 一院制

638 男性 少なくする

640 男性 国会議員以外の意見をリアルタイムで取り入れる

645 男性 遅延行為の取り締まり



2019/3/28

日本財団18歳意識調査  「第１２回 - 国会改革 -」 自由回答集

No 性別 Q9　上記以外に国会を活性化するための改革案をお持ちの方は自由に記入ください。

652 男性 税金減らせ

657 男性

ルールも守れない人が法律なんて決めるものではないと思うので賛成の人はご起立くださいと言われたら怒鳴
り散らして反対するのではなく座って意見を述べるくらいの知能のある人間に絞るべき。国会のルールも守れ
ない人たちが国のルールなんか作るものではない

672 男性
国会の議論が適切に進められていないと感じる。どの団体にも属さない中立な第三者が適切に進めるように議
論を促すことが必要である

673 男性 寝ている議員は減給などの処分

692 男性 規制緩和

693 男性 一院制に移行

694 男性 遅刻したからといって議場から退出しない

697 男性 安定

709 男性 国益を第一に考えて、同じことを長期間話し合わないようにすると、いいと思います。

721 男性 真実をねじ曲げたり、でっち上げたりせずに、正直に腹を割って話し合うべき。

726 男性 政党と組織の癒着の解離

734 男性 野党のあり方

735 男性
国会では、特定議員の誹謗中傷などをやめ、建設的な議論をする。議論の批判ばかりせず、対案も出すように
する。

741 男性 ネット中継

749 男性 行った議題について、視聴者からのアンケートができるサイトや場を設ける。

759 男性 偉そうにしている政治家の態度をなんとかする

760 男性 世襲議員の制限、立候補にかかる費用の削減

764 男性 一人一人覚悟持った方がいいと思う

765 男性 野党の向上

778 男性 国会中継に対する国民の反応を可視化して表示するシステム

794 男性 与党に対する野党の無駄な追及をもう少し控えるべきだと思う。

18 女性 小泉さんみたいな人が増えるべきだ盗聴器と防犯カメラ全部につけてしまえ

29 女性 もっと世界と仲良くするべし

36 女性
まず人の話は黙って聞くべき。子供でも出来ること。お互いの意見をちゃんと聞いて、そこから反論などする
べき。

53 女性 選挙

60 女性 給料を下げる

80 女性 国会議員の給料削減

89 女性 政治家の給料が過ぎるので半減して国のサービスに回せばいい

101 女性 もっと国民に知ってもらう必要があると思う。

118 女性 議員の給料を減らし、国民の気持ちを分からせる

125 女性 烏合の衆のような議員が多すぎる

168 女性 論点を絞る

179 女性 無駄な話はしない

199 女性 まともな人間を雇う。給与を下げ、それを目的としていた人間を排除する。

231 女性 お飾りの官僚をやめて、ちゃんと知識のある人を官僚にする。

232 女性 国民も選挙に積極的に参加

240 女性 女性を増やす

279 女性 失言に気を付ける

293 女性
まず、寝ている議員とか出席しない議員なんかは辞めさせるべき。偶にTVで映ることがあるけど非常に腹立た
しい。そして、罵声しか浴びせられない人達も要らない。もっと有能な人を議員にすべき。

303 女性 どう考えても実現不可能に思える政策を示すのを止め、実現可能な政策を示して欲しい。

314 女性
毎回同じ質問をしたり答弁をしたりする事の方が無駄な気がする。合理化を求めるなら、お互いに足の引っ張
り合いや揚げ足をとったりしないで、国会での話し合いをして欲しい。

317 女性 少ない人数で短時間で行うこと

329 女性 女性議員を何パーセント以上にするという法律をつくる

330 女性 もっと効率よくやるべき

345 女性 大統領制のように国民が首相を選べる方法を取ってほしい。

367 女性 頭の固い中年以上の人達ばかりで言い合いになってるから、もっと国民の意見を聞いた方がいいと思う

379 女性 もう少し国民に寄り添った金銭感覚が必要だと思う

402 女性

どこの国か忘れてしまったが、国会議員が副業の国があったと思う。(地方議員かもしれない)そもそもの国会
の制度を大きく変えて、給料目当ての人ではなく、それこそあまり収入がないとしても国を変えたいと思うよ
うな人だけが国会議員になるようにしたらいいと思う。誰の金から給料をもらっているのかわかっていないよ
うなたるんだ国会議員が多すぎると思う。

433 女性 給料削減をし、支持率によって昇給する形にする。一般的な公務員と同等の給料にするべきだ。

443 女性 時間、お金の無い若い人のことをもっと考えてほしい。

450 女性 党同士の対決ではなく、もっと有意義な討論をするべき
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467 女性
議員どうしの叩きあい(批判)は見ていて痛いので、協力して現実的な話し合いをしてほしい。理想論を語るだ
けではだめだと思う。

494 女性 誠実な議員が増えること

507 女性
もう少し若者が分かるような何かをして欲しい。例えば『高校生とかでもわかるようの国会の話をわかりやす
くアニメ化したりなど。』

511 女性 議員の不祥事を無くすこと

516 女性
頭の良さや経歴だけじゃなく、精神の成熟度でも政治家を決めてほしい。議論などを見ていると相手を論破す
る為に怒鳴ってたりして、中身は子どもじゃんと思ってしまう

528 女性 議員の不倫情報とかいらないです。

534 女性 いずれの議員もその責務が全う出来るような知識を持つことを義務とするべき

536 女性 やじ飛ばすとか子供みたいなことしてないで有意義な話し合いをして欲しい

554 女性 少なくしてほんとうにひつようなことだけを話す

563 女性 本当に大事なことを考えて欲しい

579 女性 いつも喧嘩してるからやめた方がいい

593 女性 結局、お金目当てで働いている人ばかりだからいけない。そもそも議員の人数が多すぎる。

627 女性 お菓子の持ち込みを許可する


