
＜その他＞ 

一国の首相を決めるのに、国民を無視した日本のシステムに不満を感じている。与党だけで

なく、すべての党から国民が首相を選出できるようになって欲しい。（50代女性） 

 

「緊急時」といって自分たちの都合のいい結果になるような総裁選の形で押し切る、自分た

ちの利益をただただ守りたい年寄り国会議員たちの茶番。（40代女性） 

 

出来レースで騒ぐ必要がないと思う。（50代女性） 

 

コロナに関して、検査=安心と言う間違った認識広まっているので、総裁選を早くして、国

民を安心させて貰いたい。（50 代男性） 

 

国民の意見を反映してほしいが、それは無理なので、総選挙のように党員票を加えてほし

い。何故なら、菅さんが首相になったら、本心ではない適当な回答で流されそうだから、是

非とも石破茂さんの透明な回答を期待したいからです（60 代女性） 

 

選挙戦が始まる前に結果が決まってしまい、つまらない物になったと思う。（40 代男性） 

 

海外にも通用する選び方を今後はすべし（70 代男性） 

 

病気だからしょうがない。フルスペクックでしてほしかった。（60代男性） 

 

安倍首相に、足りない部分を、近くで、見てきた菅さんが、新首相になって、良い方に変え

てもらえたら、嬉しいです。（50 代男性） 

 

安倍首相の突然の辞任で、マスコミの、テレビの報道が先走ってる感を感じ、それを観て世

の中の意見がひっぱられてる（60 代女性） 

 

古い派閥体制が露呈して、醜い権力闘争に感じる。ますます政治不信になった。阿倍さんの

功罪をしっかり検証してほしい。（60代女性） 

 

国民の生活、大企業だけじゃなく中小企業の景気回復まで期待させてくれそうな方なら正

直誰でも良い（50 代男性） 

 

マスメディアの世論操作が酷いと思いました。（30 代男性） 

 



党員を外し、自分たちに有利な選挙を行い政治不信です。透明な選挙を行って下さい。国民

目線に立った政治を期待します。（40代女性） 

 

辞任するタイミングとしては様々な問題がやや一段落ついた頃でちょうどよかったのでは

ないかと思う。総裁選にしても１年後の衆議院選挙後が本番だと思っているので今回は繋

ぎ的な立ち位置になるのでは。（30 代男性） 

 

体調の問題は誰だってしょうがない。早く新たな体制を作りコロナ対策を進めてほしい（20

代男性） 

 

民意が反映されていない。（50 代男性） 

 

選挙なんて投票が多く入ったくじ引きで選ばれた人もしくは裏で何かが動いてるとかそん

な感じで日本のトップになった人なんてろくな人間じゃないんじゃないかな思い込みでの

意見ですがだからといって、どうやって決めろってなるけどその辺はうまく考えればいく

らだって出てくるし硬くならず楽しい日本って言うのを見せて下さいただ、人々を想う気

持ちが強くみんなが笑顔で楽しく暮らせる社会を作って欲しい。そんなお人好しの人が 1人

でもいれば日本は少しでも変わるんじゃないかと思うどうか、その役に相応しい人が日本

を笑顔溢れる楽しい国へと導いてくれることを期待してます。（20代男性） 

 

一部マスコミの石破推しが気になります（50 代男性） 

 

選挙のたびに税金が使われている（50 代男性） 

 

党員票を以て決めるべき。党内で勝手に決めるのはおかしい。国民に決める権利がなく、せ

めて党員個人個人の考えを期待している。声を反映して欲しかった。（50代女性） 

 

特にない（60 代男性） 

 

突然の辞任の裏には、何かあったのではないか？総裁選では、6 年は続けられる人がなって

欲しい。（50代男性） 

 

自民党員全員で選挙するべきだと思います。（50代男性） 

 

既得権益がある限り政治は変わらない。政教分離なんて実しやかな建前論で逃げないで、し

っかり宗教法人課税を実施できる人がいいなあ。それを言ったが為に、 命がなくなるか。



（50 代男性） 

 

突然の辞任劇。地元山口県の自民党県連も寝耳に水の慌てよう。やっぱり、代議士って当選

してしまえば、地元民なんぞ蚊帳の外の存在にしか思ってないんでしょう。誰にも相談でき

ずに、自分一人で退任を決めた印象をもちました。（40 代男性） 

 

国民不在の面白くない政治ショー（60 代男性） 

 

病気辞任は、致し方なし。コロナ対策の継続性を考えると、自民党が決めた総裁選も致し方

なし（60 代男性） 

 

政治家は狸である高齢者は引退である。二階幹事長即刻引退（70代男性） 

 

病気辞任はしかたない。首班指名に直結するから報道するのは当然。しかし、自民党内の観

点ではなく、国民から首相に対する具体的な意見、疑問に基づいたテーマや切り口で報道、

質問をぶつけてほしい。（40代男性） 

 

コロナウィルスにより、苦労をされている方が本当に溢れている。もっと広い目で国民に耳

を傾けてほしい。国債があるのも分かりますし、経済回復のために行ったGOTO キャンペ

ーン施策も分かります。しかし、職を失った方は一度の給付金だけでは生きていけません。

GOTO キャンペーンによって、国民のコロナへの意識も緩み感染が増えているのは全員が

感じている点かと思います。今は選挙より、最優先で助けを求めている方に手を差し伸べて

ほしい。一部の人間だけが日本国民ではありません。（20 代男性） 

 

自民党員選挙（60 代男性） 

 

派閥政治をやめて、自由投票、及び、党員全員の投票を願う。（70代男性） 

 

誰がやっても日本は良くならない。（30 代男性） 

 

麻生さんがいい。（50代男性） 

 

酷い！！（50 代男性） 

 

辞任は、健康問題なので仕方ない  党員選挙をするべき（60代男性） 

 



立候補もしていない時から菅さんが当選確実はおかしい。出来レースなら日本は変わらな

い。（60 代男性） 

 

無駄な税金を使うな。役に立ってない爺さん議員を辞めさせろ。（40 代男性） 

 

フルスペックでやって欲しかった（40 代男性） 

 

常に反体制派のマスゴミのおかげでご覧の有様だよ！（40 代男性） 

 

体調の問題での辞任は仕方がない。派閥で投票せずに、日本の事を考えて投票して欲しい。

（20 代男性） 

 

総裁選挙ばかりが報道されるが、台風やコロナなど、それどころではない。選挙より実務を

しっかりしてもらいたい。（40 代男性） 

 

まさかこのタイミングで辞任を表明するとは思わなかった。（40 代女性） 

 

健康管理はリーダーとしてしっかり自己管理してほしかった（30代男性） 

 

安倍首相の辞任については、体調不良という理由を鑑みて致し方ないと感じる。自民党総裁

選挙については、これに限らずだが、選挙投票の簡素化を願う。具体的にはネット投票など

が挙げられる。学生の身分として、実家から大学先の住所に住民票を移していない場合の投

票において手続きが煩雑なためである。（20 代男性） 

 

メディアの真実の報道が必要（40 代女性） 

 

辞任は仕方がないと思います。総裁選は密室の選挙の様で改めた方が良いです。総裁選は自

民党の内部のことなのですが、首相は国民が直接選べるようにしてほしい！（60代女性） 

 

辞任表明は体調の影響があるのでタイミングは仕方ないと思います。自民党総裁選挙は、だ

れが選ばれてもコロナ対策や経済政策に関して、国民の意見を多く聞き入れ取り入れる政

治を作って欲しいです。政治家ファーストになってる気がするので国民ファーストの姿勢

を期待します。また、外交関係では日本国が大国になるための姿勢を見せ世界平和を目指し

て欲しいです。ベーシックインカムを、試験的に取り入れる事も期待しています。（20代男

性） 

 



自民党議員の劣化をこれほど感じる総裁選はない。候補者以外でも骨のある意見を述べる

議員が実に少ない。みんなダンマリなのか。（40代男性） 

 

全国自民党の投票を実施すべき（70代男性） 

 

辞任は健康的な理由なので仕方ない。ただ自由民主党はじめ、政治家は高給をもらい、庶民

の生活を本当にわかってないのでヨーロッパのように政治家の給与は 200,000 円／月ぐら

いにして、本当に日本を良くしたい人に政治家になれる仕組みにしてほしい！（50代男性） 

 

安倍首相が辞任したのは仕方ない。自民党総裁選挙は自民党員も入れた選挙にするべきだ

った。菅氏が具体的な政策をしめしているものには期待している。（60代女性） 

 

党員投票をすべきだ。（70 代女性） 

 

今は 財政を考えるよりも 国民に金を与え続けることが 必要である 国民所得を 上

げる政策をしないといけない（50 代男性） 

 

最初から菅さんありきの選挙に興味はない！石破さん応援してます。（40代女性） 

 

候補が高齢すぎる多様性を感じない（40代女性） 

 

末端党員も投票出来るやり方で選挙すべきだと考える。（60 代男性） 

 

指定難病再発での辞任表明は、海外ニュースと国内ニュースの要約が大きく違い、何がそう

させるのか不思議である。自民党総裁選はマスコミの気持ちが入りすぎな報道が多く、何が

起こっているよかよく分からない。（50 代男性） 

 

健康問題ならしかたないです。誰がなっても、同じでは？そうでない事を祈ります。（50 代

女性） 

 

興味ない。（20 代男性） 

 

菅さん応援してます（40代女性） 

 

誰がなっても同じではないかと思いつつ、日本が全ての人にとってよりよい国になること

を切に願います。（30代女性） 



 

健康上の問題ではやむを得ず。自民党内部の派閥や駆引きで総裁が決定する仕組に、今更な

がら嫌気がさす。（60代男性） 

 

派閥が、密室の中で、自分達に都合の良い人を選ぶやり方は、全く支持も期待も出来ない。

（70 代女性） 

 

相変わらずのパワーゲーム。（60 代男性） 

 

こくみん投票 だいとうりよう投票にしよう（70代男性） 

 

日本の最高指導者の選任なのでその時の政権与党内の人物から選ぶのは当然だが総理総裁

は国民投票にしてもらいたい。（60 代男性） 

 

関係あるかわかりませんが、教育改革を行うべきだと思います。（18、19歳女性） 

 

もっとオープンな政治姿勢を見せて欲しい（70 代男性） 

 

後一年程の任期を全うして欲しかった。二回目の任期途中での投げ出しはダメだとおもう。

歴代最長の任期にこだわったとしか思えない。又、後任は本来の党民全ての総裁選挙をして

民意を吸い上げてほしい。これからの地方の活性に期待します。（40 代男性） 

 

総裁選は国民の意見が反映されるわけではないので、結局自民党内でのただの人事。辞任に

よって変化があると何故か国民の支持率が上がるため、それが狙いかと思ってしまう。（30

代男性） 

 

派閥選挙であり、絵に書いた餅で時間を掛けても党員党友含を含めた自民党の総裁選挙を

すべきではないか（70 代男性） 

 

特にない（40 代女性） 

 

指示していない人でも納得が行く手順を踏むべき（50 代男性） 

 

体調不良により辞意表明は仕方ないと思います、早く総裁選終わらせて今の日本の経済を

回復させて欲しいです。（30代男性） 

 



体調不良で辞任するのは仕方ない。総選挙は結果が見え見えで出来レースだが、せめて石破

さんには次回に繋がるような結果を期待する。（40 代男性） 

 

相変わらずオープンな選挙できないなぁ（60 代男性） 

 

安倍首相はよくここまで保ったと思う。総裁選は派閥という名の仲良しの集まりで決まる

事への不信感がある。（40 代女性） 

 

なし（60 代男性） 

 

やはり国民が首相を選べる選挙になるべきだと思う！（40 代男性） 

 

メディアはこれまでの総括、新しい総裁のあるべき姿を倫理感を持って報道するのが努め

では。（40 代男性） 

 

とくにありません。（30代男性） 

 

健康問題なら仕方ない（50 代女性） 

 

国民の意見を大事してもらいたい。（60 代男性） 

 

自民党のやりたい放題野党がつまらない（50 代男性） 

 

やむを得ない党員選挙がのぞましかった。又、候補者討論をやってほしかった。（70代男性） 

 

菅さんが首相になるのが、顔的にも安心感があり、良いと思います。（30代女性） 

 

病気が理由の辞任には驚いた。具合の悪い中の公務は大変だった事でしょう。早く良くなら

れて、森友 加計 問題を国民がすっきりする形で解決して欲しい。所詮、派閥の力(支持)で

決まる体質は変わらないんだ。（60 代女性） 

 

総裁選挙について、マスメディアでは、さも石破氏が国民殆どが支持しているような報道を

し、国民もなんとなくそうなのかな？とマインドコントロールされてしまっているような

気がする。少なくとも、私に近辺で、石破氏を支持している人は 1人もいない。国民の石破

氏支持というのは、マスメディアが作り上げた虚構ではないのか。こういう調査で、朝日、

毎日の結果は信用していません。（50代女性） 



 

辞任は体調なので致し方ない。総裁選のやり方が菅さん有利だなと思う。（40代男性） 

 

実際には、新コルナを優先対応が必要です。（30代男性） 

 

党員投票を行うべき（50代男性） 

 

派閥の力が強くて、真の総裁選挙が出来ていない。なぜ自民党は派閥が多いのかわからな

い。（40 代男性） 

 

地方党員の投票はやるべきだと思う。（60代女性） 

 

今後より一層の改革を期待して細田派ではない石破氏に期待している（20代男性） 

 

派閥ではなく、国民の目線に立った人事や政策を期待しています。（40代男性） 

 

辞任表明は、致し方ないと思う。（40代男性） 

 

なるべく広く意見を反映をさせるべきだった 派閥のトップの利害だけで決まるのはひど

すぎる  自民党は今の責任政党として 国民中心であってほしい（70 代男性） 

 

トランプ氏とうまく関係性を築いたことは評価する。自分に都合の良い人を守る政策には

頭がくる。もっと国民の意見を反映してくれる人に代わってもらえれば良い。自民党は米国

の下部であり、誰が総裁であろうと米国いいなりの動きしかしないと思いどうでもよい。売

国奴の集まりだと思っている（30 代男性） 

 

実質自民党党員以外は蚊帳の外なので、適切な時期に選挙を行って欲しい。（40 代男性） 

 

安倍政権はお友達への供与がなければ、悪くない政権だったと思う。連合が支持母体の民主

党ができなかった最低賃金の引き上げや、経済対策はある程度は評価できる。一強の奢りさ

え無ければよかった。（40 代男性） 

 

密室性の強い選挙で民意の支持を得られ無いと思う。（50 代男性） 

 

出来る限り若い方を選出するべきだ（40代男性） 

 



国民の意志が全く反映されない、見えない所で決められた選挙でまた国民の時間とお金を

奪われる、うんざりです。（40 代女性） 

 

総裁選は、二階幹事長が裏で操るような構造になっているのが、旧態依然としており時代の

変化についていけない与党になっている気がして残念、というより心配。党員投票も行われ

ず、公正な選挙となっていない。これで国民の利益になる首相が適切に選ばれるとは思えな

い。（30 代女性） 

 

まず何より総選挙が必要。そろそろ「民主党政権よりよかった」という感想から脱し、国民

の生活が向上した、と真に思える新首相であってほしい。（50代男性） 

 

国民にも投票させてほしい、国会議員にも定年退職して下さい、ろれつが回らない高齢者議

員 は 税 金 泥 棒 、 経 験 も 大 事 で す が 新 し い 発 想 が 出 来 な い と 思 い ま す ？             

東京一極集中をなんとかしてほしいです。隣りの家と 40センチしか離れてないのに、七阡

萬とか？現代の長屋ですよ、ローンに追われて生活にゆとりがありません。（70 代女性） 

 

片付け無ければならない事案が有ると思う（70 代男性） 

 

河野さんにいつかは総裁になっもらいたい（40 代男性） 

 

アメリカの犬の尻尾ふり外交は、やめて日本を平和主義の世界のリーダーになってほしい。

（60 代男性） 

 

次は今まで以上に効果・成果が出せなければ国民の信頼どころではなくなると思う。（50代

男性） 

 

辞任表明は体調面の問題である以上、やむを得ないことと思います。また総裁選は、どのよ

うな形であれ後々に不平不満が出ないように、実施されることを望みます。（40 代男性） 

 

任期途中の辞任や解散などはせず、任期を 4 年などと定め、任期期間の行動計画を立てて

職務にあたる方が、良い成果が出るのではないか。例えば任期が最長であることは二の次

で、成果を出すかどうかに意識をむけて欲しい。（40代男性） 

 

中国に取り込まれないように（40 代男性） 

 

このタイミングでの総裁交代は良くはないが、体調の問題があるのであれば仕方ない（20



代男性） 

 

健康問題で辞任するのはしかたない。総裁選は党民も参加すべき。（50代男性） 

 

党員投票をしないのならば、即時解散をすべき。（30代男性） 

 

辞任の時期として、いい時期だったと思う（50 代男性） 

 

パンケーキが好きとか、愛妻家とか、総裁選に関係のない報道はいらないと思う。（30代女

性） 

 

まだ辞任表明演説を確認できていない。（40 代女性） 

 

政治は政治家任せではなく、国民全員が関心を持ち、責任を果たしていくことで初めてより

良い世の中へと変わっていくものだと思います。マスコミをはじめ国民が政治に対して無

責任に批判する傾向が強いと感じますが今こそ全員が真剣に考えなければならない時期が

来ていると思います。（40 代男性） 

 

河野太郎に期待（40 代男性） 

 


