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自由と平和のために行動する 

議員と市民の会＠杉並 

 

第 4回円卓会議アンケート  

      

 回答者数６２名   

  居住地別 年代別  

  区民  ５６名 10代   1名  

  区外  ５名 20代   2名  

  無記載  １名 30代   2名  

    40代   7名  

    50代   9名  

    60代   19名  

    70代   19名  

    80代以上  1名  

    無記載   2名  

      

  年

代 

あなたが考える 

統一候補者像 

統一候補を擁立する 

ためのご意見 

政党間協議で 

尊重して欲しいこと 

1 区民 40

代 

より多くの方が納得し 

応援しやすい方 

政党間の協議を尊重したい 誰が候補になっても 

全力で戦って欲しい 

2 区民 40

代 

若さ(実年齢と関係なく）。

自分のやりたい政治をハッ

キリ語れる人。公約守る人。

市民を尊重する謙虚さ。 

透明性のある統一候補選出の場を作る、という理想を忘れるこ

となく、現実を見て柔軟に対応できる知恵をみんなで探りた

い。 

3 区民 30

代 

当選後も＠杉並円卓会議で決めた共通公約を実現するために実行する人。 

当選しても裏切らない人。候補者を降ろした他の政党にも敬意を持ち共に戦う人。 

4 区民 70

代 

共通政策をぶれることなく

進めていくことが伝わる

人。統一候補とは何なのか

を明確に、そして確信を持

っている人。 

候補予定者はいいことは言う

が、政党が行っていることと

違うと不安あり。 

政党政策と一致する人こそ信

頼できる。その点は重要な要

素になる。無所属は？ 

何故その予定者を統一候補 

として選んだかを分かる 

ようにして欲しい。 

立候補者所属の政党間だけ 

で決めるのではなく、他の 

野党の意見も必要。無所属は？ 



 

2 

 

5 区民 60

代 

10 の共通公約を守る方な

らだれでも可 

円卓会議の雰囲気を十分踏ま

えて、政党代表+市民の代表

（円卓会議の事務局の方）で

の話し合い 

市民の声！安倍政権打倒、 

野党共闘、統一戦線を組む 

という基本路線の尊重して 

欲しい 

6 区民 70

代 

① 反原発、②立憲主義、 

③沖縄の基地負担の軽減 

② 石原を選んでいるのは 

「杉並の恥」です。 

③ 勝てる候補 

 

勝てる候補を 

7 区民 70

代 

① 杉並区では無党派の統一候補が一番 

いいと考えています。 

②それが無理なら野党統一の決意を 

しっかり持っている人。 

② そうした点では女性候補が一番。 

まず市民と野党の統一→ 

”この道しかない”。この正し 

い認識を政党に求めて欲しい。

安倍政権を倒すこと。 

それには単独政権の夢を捨て

て野党共闘するしかない。 

その上で安倍政権に代わり得

る政権構想を国民に提示して

ほしい。 

政党間の協定は尊重し、尊守 

すること。 

8 区民 60

代 

約束を守る人。 

円さんは円卓会議との約束

を破ったのでダメ。 

若い人が良い。 

勝てる候補というのでは 

ダメ！ 

(判断は）人によって違う 

から。 

エゴを捨てて欲しい！ 

 9 区民 60

代 

どの政党に所属していようとも、政党に属していない 

場合でも、本日の共通公約を最後まで実行しようとする人。

私たちの信頼を裏切らない人。それは人柄もありますが、

所属政党(円さんの場合は日本新党）、＠杉並の話し合い 

での発言内容などから考えます。 

共通公約を公約とする候補。

「野党統一」が先走り、後で 

もめたりしないように望み 

ます。 

円卓会議で出された意見、合意

を必ず尊重して欲しい。 

10 区民 60

代 

民主主義、立憲主義、戦争

反対の強い意識を根本的に

持つ人。個人として魅力あ

る人。統一候補であるとい

う強い意識を持つ人。 

 

市民の意見をうけとめ、政党

で話し合ってください 

統一候補だという誠意。 

本気。 
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11 区民 60

代 

自由と平和のために、共通

公約を市民の代表として 

守れる人。ぶれない人。 

自公政権の暴走を止めるため

に、野党勢力のを大きくする

ことが大切であり、そのため

に一人でも多く野党議員を届

けるため統一候補擁立は必須

だと思います。 

他党の候補が擁立された場合、

その候補を全力で応援してほ

しい 

12 区民 20

代 

賛成意見も反対意見もちゃ

んと聞いて、それをふまえ

て主張できる人。 

尚且つ自分の信念を 

貫ける人。 

テーマを絞った政策討議会 

を開き、それぞれの候補者が

どんな思いを持っているのか

をまず可視化し、その上で 

統一候補としての政策を 

ブラッシュアップしていく 

会を開かれた場でやる。 

”街頭演説+投票”のようなイ

ベントを、駅前などでやる。

話を聞いて、その場で投票、

みたいな。選挙に向けて選挙

を盛り上げる意味でも。 

 

国政なので、どうしても”政党”

が前に出るのかもしれませ 

んが、私たち市民と議員でつく

った政策も含め、”候補者に 

期待を押し付ける”のはなく、”

国政なので政党が前に出るの

かもしれませんが、私たち市民

と議員で作った政策も含め「候

補者に期待を押し付ける」ので

はなく、「候補者自身が何を思

って政治を志したのか」を大切

にしながら、みんなの思いを持

って議会に行ってもらえるよ

うにしたいです。 

13 区民 30

代 

共通公約実現に向け頑張れ

る人。連合に流されない人。 

政党に速やかに決めるよう働きかける。 

14 区民  3 人以外の大物候補を願っ

ていた。石原をビビらせた

かった。 

どの人も石原にはどうでしょ

う。とにかく勝つ人、勝つ可

能性の高い人を見つけない

と。 

自分が統一候補にならなく 

とも、全力で目に見える形で 

応援してほしい。 

15 区民 60

代 

知名度  統一候補が決定したら、各 

組織で勝手連のような区民 

組織の動きを広める 

16 区民 70

代 

自公政権と一貫して戦え 

る人。 

議員特権をふりまかない

人。政党に縛られず、まず

市民、生活者、一般国民と

して政治を考えられる人。 

とにかく政治に無関心の多く

の一般市民を注目させる力 

のある人。できれば女性 

「石原氏に勝つ」を最重要点 

として、そのことに沿って 

議論してほしい。 
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17 区民 70

代 

安倍自公政権の反国民的、

反民主的、強権性をしっ 

かり自覚、認識し、憲法を

守る戦闘性のある人 

候補者の姿勢が重要。 

決まった候補者の勝利のため

に私心なく、党エゴを捨てて

頑張れる人。政党間協議が決

定的。 

政策協定をしっかり守る。一方

的な押し付けでなく互いに協

力、協調する姿勢で決める。 

18 区民 40

代 

まず人柄。政治屋でなく、

本当に世の中のことを考え

ることができ、実際にそれ

を行動に起こせる人。 

口先だけでよい言葉を並べ

たり、耳触りの良い言葉で

目先のことを惑わさず、 

しっかりと根を張って 

行動、活動のできる人。 

選挙で絶対に勝てる人を熟考

してほしい。「政党」というく

くりでなく、「候補者個人」で

判断してほしい。 

世代交代し、新しい人を擁立

し、杉並区民の代表として 

区民一同見守る姿勢が必要。

本当に真剣に杉並区のこと、

日本のことを考え、それが 

実現できる人かどうか見極め

て欲しい。 

私は吉田はるみさんの活動を

日々目の当たりにしておりま

す。本当に努力をしています。 

議員になったその日から仕事

ができる準備は整っています。

まず勝たなければ何も始まり

ません。政党間色々あると思い

ますが、「人」で選んでくださ

い。杉並区民の代表を区民一人

一人で見守り、育てていってほ

しいです。 

19 区民 50

代 

共通公約をもまれる人。勝

てる人。 

政党の間で決めてもらえれば

と思います。 

決めたことは守る。実行する。 

20 区外 60

代 

「生活から政治」の方を持

っている候補者。今日伺っ

た限りでは、吉田さん。 

今日伺った限りでは、円さん

は吉田、長内さんを育てて 

欲しい。長内さんはこの中 

で成長してほしい。 

そうした陣容を示されば、相

乗効果が出るのでは。 

「連合」への態度では選ばな

い。共通公約で保守層を巻き

込めるかで決めてほしい。 

＠杉並で擁立した候補を 

推薦してほしい。 

21 区民 80

代

以

上 

長内候補 周囲の方々で話し合いしっか

り決める。 

他党の悪口を言わない。 

22 区民 70

代 

若い人を！ 本人たちの納得が一番(候補

者の）。話し合いを続けてくだ

さい。私たちを含めて。 

本音で話し合ってください。 
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23 区民 60

代 

政党外に例の 10 項目を尊守し、＠杉並地震問題がないと判断できる候補者がいたら 

理想だが、残念ながらあまり期待できない。とすればいわゆる「政党間協議」に訴える 

しかない。＠杉並の役割は「区民は統一に本気なんだぞ」という事を十分に分かって 

もらう事。そして協議をできるだけ監視すること。これに尽きると思う。 

24 区民 60

代 

政策協定ができる人を。 政党間の協定で。 一本化を崩さないでガンバル 

25 区民 70

代 

政党と市民連合が入った会議で統一候補を決めていく。 市民の会議の経過を尊重する 

26 区民 60

代 

政策提言のできる人 円卓会議での議論。アンケー

ト等を十分に吟味し、＠杉並

の事務局が擁立したい候補を

決めて政党に伝えるべき(最

終的に事務局に一任すべき） 

政党間協議の中に市民代表 

として、＠杉並の代表を加え 

て協議すべき 

27 区民 50

代 

共通公約を守れる人。 

勝てる人。 

杉並での知名度と実績の 

ある人。 

候補を統一する。 

つまり他の 2 人に断念を迫る

のであればその思いに報いる

ためにも、市民は精一杯応援

すること。 

それが一番重要です。擁立 

すれば、終わりではないの 

ですから。 

体面、感情に縛られないで 

ほしい。過去のデータを虚心 

坦懐に分析してほしい。 

28 区民 60

代 

大多数の人が争点と思える

ことは、とことん追求する

人。 

現役大臣のいる選挙区である

ので、候補者に勝ってもらい

たい是非とも。政権与党に 

対して粘り強く幅広い見地 

から真正面から戦えるよう 

な候補者。 

誠実・活気。 
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29 区民 70

代 

心底の現代社会への”怒り”

を持ち、行動力があり、 

寛容性のある方。 

4 野党と”市民連合”に沿っ

た人物とするならば、”無所

属”で立候補する方が良いと 

思う。その意味で、杉並区が 

よく知り、与党国会経験の 

ある円より子を推す。 

(知名度高い） 

秘密の会議でなく、市民に見 

える形で決めること。 

30 区民 70

代 

市民と候補予定者の共通 

公約を一点の迷いもなく 

進めてくれる候補者(所属

政党に左右されず） 

共通公約をよく理解して 

(文字や項目だけでなく）いる

市民の代表と政党とが話し合

って擁立→心からの一本化 

野党協議で確認されたことを

誠実に実行。 

自公、維新に 2/3 とらせない

ために、を大切に。 

打倒 石原伸晃！ 

31 区民 50

代 

安倍さんを退場に追い込む

ために、東京 8 区の自民党

候補者を確実に落選させる

実力を持つ人。そのために

は杉並区民が心から応援す

る候補でなくてはなりませ

ん。 

公開された立会演説会を繰り

返して、公開された公平な予

備選挙をして決めていくこと

を求めます。 

区民が選んだ統一候補をちゃ

んと尊重してください。政党は

勝てる候補者を予備選挙に連

れてきてください。 

32 区民 60

代 

多少決め方に理想とはずれる点があっても一刻も早く統一候補を決めて、石原に勝つ体制を

作っていきたい。 

33 区民 70

代 

クリーンでやる気のある

人。 

石原を落とすと、はっきり言

って欲しい。もし円卓会議会

場で決めるなら、次回円卓会

議で選挙をしますと予告し

て、会場に来た人に投票選挙

で決めるとよい。 

選挙について、政党がよく分か

っているので、政党間で話し合

い。候補者も交えて話し合った

方がよい。 

34 区民 50

代 

自公政権下だろうが、民進

党が参加する政権下だろう

が、政治家の信念として、”

いかなる内容の改憲にも反

対”を表明できる方。（会見

が政治日程に上がっている

状況下では最低限の一致点

だと思います。） 

いろいろとご苦労があろうか

とお思いますが、私は統一候

補に決まった方に投票しま

す。うまくまとまるといいで

すね。 

超党派の市民共闘と面に闘う

選挙戦をやってほしい。選挙の

後に市民の運動が前進しなけ

れば意味がない。ついでに。”

勝てる候補”なんていないと思

います。そういう幻想を捨てな

いといつまでたっても勝てな

いと思っています。 
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35 区民 60

代 

自民党候補に勝てる候補。

立憲主義を破壊する安倍政

権と戦える人、原発再稼働

に反対する人。私たち団塊

世代の下の若い世代、ママ

の会の世代が望ましい。 

議員の中で前回党派を超えて

応援した反自民民主党候補が

7 万票、共産党が候補を立て

たことで自民に水をあけられ

ました。 

今回共産党が調整に応じてく

れれば今回は自民に迫ること

は可能です。 

自民は石原ファミリーの力が

陥没し、今回は 10 万票。こ

れを超える力を超党派で作れ

ば可能性十分。 

早ければ 2 月 5 日。ロシアと

の会談に失敗し、年末解散遠の

いたとは言え、安倍の真珠湾会

談をマスコミが煽れば可能性

もある。円卓会議で決めること

はありえない。 

早く民進、共産の調整を終わら

せ、早く候補を決めることが先

決。 

36 区民 50

代 

所属政党、党派より、市民の希望を優先する お互いを尊重し、信義をもって

協議してほしい 

37 区民 70

代 

共通公約を誠実に実行する

人。共闘を大事にする人。

知名度の高い人。 

できれば知名度のある無党派

の方が良い。(今日出席した方

に限らない） 

何としても一本化を実現 

してほしい。 

38 区民 60

代 

共通公約をしっかり訴え実

現できる候補者 

政党間および候補者を含めて

の話し合い！そして共通公約

実現の具体化。 

統一が決まったら統一候補 

者を全力で応援してほしい。 

39 区 外

(元区

民） 

40

代 

石原さん井対抗するために

これまで石原さんに入れて

いた人を引きはがせる訴え

をできる人を。 

市民と選対が組めるぐらいで

やろう。 

住民から推されているという 

ことを前提に。 

40 区民 70

代 

人柄。安倍政権と戦う姿勢

を持っている人。 

野党 4 党と＠杉並と協議 政策協定。魅力ある候補者 

選び。 

41 区民 70

代 

各候補者側の代表と、他の

野党もあれば、同数の市民

連合の無党派の方との合同

会議を公開で行い、候補者

を絞ってください。 

候補者は無所属となる。 

共通公約について＠杉並と 

して相当練られたこととは思 

いますが、重大な政策と思い

ます 

自公政権は国土強靭化とか 

地方創生とか言って、大型開

発を推進している。(リニア新

幹線、外環状道路等々）。この

国土政策への対案がかけてい
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ます。10 の公約はいわばソフ

ト面であり、ハードへの公約

がない。 

これは国会議員たる者には 

必須の公約である。 

是非、追加公約を検討して 

ほしい。 

42 無 表

記 

無

表

記 

これだけの市民の声、政策

によって、野党統一候補を

という声を真正面から受け

止める野党であってほしい

と切に願います。 

円さんも含めて、は当然 

です。 

なによりも共通公約 10 項に

誠実に立脚し、野党各党とし

ても当然、しっかりとこの立

場に基づいて活動していただ

きたい。 

左と同様です。 

43 区民 60

代 

目的は安倍政権から数の力

をはく奪することである。

それが唯一の目的である。

なぜなら、そうしないと 

国会での討論が成立しな 

いからである。 

そうであるならば石原に 

勝てる相手に。 

しぼるべし。熱烈に野党共闘

で求めることを政党に訴える 

一本化することを野党に 

わからせるために私、 

本日 4000 円寄付しました。

一本化がこけないように 

政党にプレッシャーをかける。

That's all である。 

44 区民 70

代 

 政党との話し合いを進める 

段階ではないでしょうか? 

会場からの意見があったよう

に、円卓会議などの話し合い

の内容を反映できるようにし

て・・。 

どなたが候補者になっても 

政党も市民も自らの候補と 

して全力で取り組むことを 

基本に据えて、様々な知恵と 

工夫を出し合って、意見の 

違いは尊重しながら話し合い

で解決していくことが 

大事と思います。 

45 区民 60

代 

長内史子さん  市民の会との公約を最後 

まで守ってほしい 
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46 区民 70

代 

共通公約を死守できる 

若いはつらつとした人物

像。 

今の3人は統一候補と一緒

に街宣に出ること。 

統一行動をすること。 

結論は円卓会議の事務局で 

まとめた候補を推進する 

こと(一本化） 

安保と沖縄→平和(友好） 

通商条約を結ぶ努力。 

安保：条約破棄。沖縄：基地 

をなくす。原発ゼロの政策。 

47 区民 70

代 

長内史子さん 政党間で決めるのではなく 

円卓会議参加者で決める。 

 

共通公約を守ることに尽きる。 

48 区民 70

代 

安保法制を廃止し、立憲 

主義を回復する。そのた 

めの”統一”ですから自公

や補完勢力を少数に追い込

み、”政権”をとらなければ

なりません。 

それには”立憲野党”が 

現政権を倒した後の”政権”

について統一した構想を 

持つことが不可欠です。 

でないと”議席目当ての 

野党”のそしりを払しょく

できないでしょう。 

”勝てる候補”をまず推すと 

いう発想は、ぼくには違和感

があります。 

末広がりに支援が広がる、 

そういう”市民と野党”の共

闘が実現すること。 

候補者としては”誠実”さが 

その条件になると思います。 

衆議院ですから政権構想は 

不可欠です。これが第一。 

第二に政党間に Win-Win の 

関係が作られる必要がある 

と考えます。でないと、１+１ 

が 3 にも４にもならないと 

思います。さらに言えば、 

アベノミクスに苦しみながら、

なおかつ投票に行かない、 

安倍政権を支持する人に 

届く共通政策の充実に努力 

してほしいと思います。 

49 区外 60

代 

吉田はるみさん。東京 8 区

は民進党の統一候補で決定

してほしい。 

政党間および代表者との協議

(話し合い）で決めていただき

たい。 

共産党は東京では 12 区と 20

区に現職の重点地区になって

おり、ここ 8 区は民進党の吉

田はるみ候補でいいのでしょ

うか。 

50 区民 70

代 

これまでの円卓会議の内容

を誠実に実行してほしいの

はもちろん、これからの 

野党共闘で都知事選、区長

選、参院選などに力を尽く

してほしい。その際当然す

べての団体は対等平等に！ 

今までに活動、アンケート 

を基にして、政党と事務局 

が話し合って決めて欲しい。

早く、しかもしこりが残ら 

ないように。 

自党のみの考えでやらないで

ほしい。 
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51 区外 40

代 

 安倍政権を止める、倒すため

の”印象的な（キャッチーな）

キャッチコピー”を考えて 

作った方がいいです。 

（8 区に限らず）（例：”小池

知事は支持しても自民党には

入れないでください！”→公

選法上ダメなら自民党と〇〇

等に変える。 

（理由）賛否はあっても小池知

事の支持率は 80～90％もあ

る。それを支える圧倒的な無党

派層、保守層に訴求しなければ

勝てないから！ 

52 区民 60

代 

安倍政権の進める憲法改悪

を阻止することを誠意をも

って実施する。 

合意した政策を誠実に熱意を

もって実践する候補、勝てる

候補を擁立する。 

憲法 9 条を守り、立憲政治を

回復すること。応援団をどう組

織するか。効果的な宣伝を行う

事。区民の要求を尊重する。ま

た”あきらめている”区民の要

求も掘り起し投票者を増やす。 

53 区民 40

代 

普段投票にいかない層、無

党派層を含めた、与党に賛

同しない幅広い層の賛同を

得られる可能性があり、誠

実に市民に寄り添い、政策

を守り、今の自公政治から

方向転換してくれる人。 

戦後 70 年、野党統一候補の

擁立は歴史的な出来事であ

り、高く評価出来る試みだが、

東京では都知事選での統一候

補擁立、選挙における敗北を

無かった事にせず、総括して

次に生かす事が大切だ。同じ

過ちを繰り返す学習能力の無

い政党からは、市民はそっぽ

を向くのは当然。一つ、「政策、

中身の無い有名人に安易に頼

る様な擁立」は、今後は戒め

て頂きたい。 

よりましな政治を求める市民

は、今後選挙以外の時も統一

候補をサポートしていくの

で、統一候補の擁立へ向け、

政党間の話し合いの場におい

ても、意見を述べる存在とな

れるのではないか。 

野党は互いの政党を尊重しあ

い、誠実な協議を行なって欲し

い。第一野党という名目と実像

とのギャップを自覚せず、市民

からすれば「勘違いしている」

としか受け取れない発言が報

道で流れるたびに、残念さばか

りが感じられる。安倍政権打倒

という大異の前で小異は捨て、

野党でありつづけるのではな

く、必ず政権奪回して頂きた

い。 
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54 区 内

在勤 

50

代 

市民と共に選挙戦を闘う姿

勢を見せてくれる候補者を

望みます。 

最終的な統一候補の擁立は政

党間でよく協議してもらいた

い。ただ、選挙協力ができる

ような仕組みを作ることも含

めて協議してもらいたい。 

なんのための野党共闘か。勝つ

ために大筋において合意点を

見つけて、勝つためになにが必

要か協議してもらいたい。。 

55 区民 40

代 

・自身の支持基盤が市民に

あると心得て、権力と闘う

覚悟がある人 

・人間的な魅力にあふれ、

市民に希望を与え、無党派

層から支持を集められる人 

・良質な保守層にも食い込

んで支持を集められる人 

・現場仕事を厭わない人、

また、現場で頑張っている

人を素直に労える人。 

政党間プラス市民代表という

枠組みで擁立協議を行い、透

明性を確保してください。 

候補者決定の経緯は、多くの

人が納得できるものにしてく

ださい。 

とにかく、誰かが圧力に屈して

自分の意思を押し殺すような

ことが無いよう配慮してくだ

さい。 

決まるなら関係者全員が納得

できるような方法でお願いし

ます。 

 

56 区 内

在勤 

50

代 

出たい人・議員になりたい

人より、私たち選挙民が出

てほしい人・議員になって

ほしい人です。 

東京８区に関しては世襲議員

より世襲じゃない候補。男性

より政界マイノリティーの女

性という視点も入れて無党派

にアピールできる打ち出し方

をお願いします。 

民進党と共産党だけで決めて

ほしくない。自由党や社民党は

もちろん、生活者ネットや＠あ

杉並のような市民連合的なグ

ループにも開かれた協議にし

てください。 

57 区民 50

代 

私が望む候補は、ただ２つ。

まずは勝てる人。 

そして、政策協定を、当選

後も必ず履行していく人、

その実力を兼ね備えるか、

もしくはそのために、不退

転の決意で臨む人です。 

 大局の見地に立って、勝てる候

補を協議してほしい、特にまだ

時間がある可能性を視野に入

れて。 

58 区内 18

歳 

より多くの人の支持を集め

られる人（最大公約数的な）

より、より多くの人の意見

を聞ける人（他の党の意見

もちゃんと聞く）、統一候補

として責任を持って仕事が

できる人。 

政党同士でもめてる場合では

ないので、これまでの実績な

どにあぐらをかいて、しっか

りした根拠もなく、「自分が統

一候補になれば絶対当選す

る！」と言うのではなく、真

剣に考えて決めてほしいで

す。 

左と同じ 
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59 区内 60

代 

反安倍で闘える候補。政党

の都合に振り回されない候

補。少なくとも 40 年、50

年先のヴィジョンのある候

補。 

各政党が党利党略を押し出せ

ないくらい説得力のある候

補。 

応援する市民の声を聴くこと。

選挙となれば票田は重要でし

ょうけど、志ある票をよんでく

ださい。＝世間の空気が読めな

さすぎない気がします。小さな

自民党に投票する気は起きま

せん。 

60 区内 70

代  

統一候補になる、というこ

とはそれぞれの候補者の心

をつないで、「私はみんなの

代表よ！」という気分で行

動できる人になって欲し

い。 

これだけ市民と候補者が膝突

き合わせて、心を込めて会議

に参加し、議論を重ねてきた

ので、この先候補者、政党、

市民の声を生かして、さてど

こできめるのでしょう。中央

段階で決めることになって

も、市民を無視できないでし

ょうから、あとはまかせても

いいかな。 

これだけ市民と政党が対等平

等で話し合い、行動を重ねてき

たのですから、政策を尊重し

て、しっかり話し合ってくださ

い。 

61 区外 50

代  

市民と共に選挙戦を闘う姿

勢を見せてくれる候補者を

望みます 

最終的な統一候補の擁立は政

党間でよく協議してもらいた

い。ただ、選挙協力ができる

ような仕組みを作ることも含

めて協議してもらいたい。 

なんのための野党共闘か。勝つ

ために大筋において合意点を

見つけて、勝つためになにが必

要か協議してもらいたい。 

62 区内 20

代  

私たち市民が要求した 10

個の公約について、政策に

きちんと組み入れる人。 

まだ自分の中で答えが出ませ

ん。 

候補者を出している政党だけ

でなく、地域に存在し安倍政権

を覆すために尽力している政

党の人たちも交えて協議して

ほしいです。自分たちの政党の

ことを大切にしながら、今より

も大きく世論を動かしていく

ことについて話して欲しいで

す。 

 


