
＜親安倍＞ 

安倍さん、お疲れさまでした。自民党総裁選早くやってください。（50 代男性） 

 

病気は仕方の無いことなので安倍首相にはゆっくり休養をとっていただきたい。自民党総

裁選は消費税の減税、コロナウイルスによる経済活動の停滞によって減った給料などの保

障などを期待する。（20 代女性） 

 

突然の発表で驚いたが、持病が悪化するまで国の為に頑張った首相を誇りに思う。後継は安

倍首相と密に関わってきた菅官房長官が良いと思う。（20 代女性） 

 

安倍首相の辞任は残念。そもそも、無意味に国会に縛り付けた野党と悪意に満ちた報道で首

相を貶めたマスコミの方が問題がある。（18、19 歳男性） 

 

残念（60 代女性） 

 

持病がある中お疲れ様でした（20 代男性） 

 

体調を崩されたされたので仕方ないが、続けて政権を担当して欲しかった。総裁選挙は良い

方向で進んでいると思う。（60 代男性） 

 

安倍さん、お疲れ様でした。（40 代男性） 

 

個人的には残念ではあるけど、病状の悪化が理由なら辞任するのはしょうがない。後任の人

には、コロナ渦で今何をすべきか、そしてそれが今後どういう影響を及ぼすのかを視野に入

れて、長期的な舵取りをして欲しい。（20 代男性） 

 

安倍首相は様々な課題に、真摯に取り組んできたと思う。総裁選挙は派閥の論理で行ってい

るように見える。（50 代男性） 

 

病気で辞任するのはしかないが残念です。一番残念なのは本人だろうが。総裁選挙は党員投

票すべきだった。一部の人たちで宰相を決めるやり方にウンザリ。（70 代男性） 

 

長い間お疲れ様でした。（40 代男性） 

 

大変残念だが、健康上の理由ということなので、一刻も早いご快復を祈念する。長年のご尽

力に感謝する。後任の方にも、日本の国益を第一に考え、経済活性化に加え、安全保障面で



のしっかりした政策をお願いしたい。（40 代男性） 

 

韓国に対する政策は安倍内閣の継承を期待する。（60 代男性） 

 

余裕残して病気降板、最善策と思慮しています。（60 代男性） 

 

安倍首相の長期政権で一貫した国政が行われたのは評価している。あと一年間耐えられな

かったのは、相当体調が悪かったのだと思う。総裁選については、安倍総理の引き継ぎとい

う立場でもあるのだから、菅さんが時期首相になるのは当然で、自民党から離れ、重要ポス

トにもついてない石破さんがやるのはお門違いである。（40 代男性） 

 

安定した政権は、将来に希望が持てたり、様々な計画やリスクヘッジができた。政治の安定

は、必要なこと。政治に左右されること自体が、不必要なこと。（40 代男性） 

 

体調不安での辞任表明は残念ですがしょうがないと思います。総裁選挙は党員投票なら石

破茂氏当選の目が出るための策かなと勘繰りますが、支持します（30 代男性） 

 

私は安倍首相ファンなので、一時入院して続投して欲しかった。補佐はしっかりしているの

で大丈夫だと思いますが・・・。（60 代女性） 

 

お疲れ様でした。党員も選挙に参加させてください。（60 代女性） 

 

健康面に不安があるなか、特にに外交面で多大な貢献をされたと思う。（40 代男性） 

 

もうちょっと続けてほしかった（40 代男性） 

 

潔い辞任であると思った。党員ではないが、自由民主党以外に政治を任せられる党は内の

で、党内で相応しい総裁を選んでいただきたい。立憲民主党は対抗勢力として機能しておら

ず、共産党は真の目的を伏せて活動していると私は思うので、自由民主党には自由と民主主

義の為にこれからも日本を牽引してほしい。（50 代男性） 

 

長い間ご苦労様でした。やり残した事もあり残念でしょうが後は後任の方にお任せして援

護されて下さい。（50 代男性） 

 

第一次政権から教育基本法の改正や防衛庁の防衛省への格上げ、国民投票法の制定など精

力的に取り組まれてきた首相がこのような形で退陣されるのは非常に残念でならないが、



まずは体調の回復に努めて頂きたい。自民党総裁選については今回の形での投票はやむを

得ないと考える。（30 代男性） 

 

体調不良では仕方ないですね。早く直してください。（60 代男性） 

 

安倍首相の辞任は残念。（40 代女性） 

 

安倍総理も病気の為仕方ない辞任だったと思う。（40 代女性） 

 

御病気での辞任は非常に残念ですが一定の成果を挙げられた首相ですので、体調を整えて

次期政府を支えていただきたいです。（40 代男性） 

 

安倍さんが良く頑張って日本を立て直したと思う（18、19 歳男性） 

 

この未曾有の世界的危機の中でリーダーが交代するのは残念だ次のリーダーには経済の立

て直しと感染症対策にしっかり取り組み、一刻も早く国民生活を安定させてほしい（30 代

男性） 

 

安倍さんの体調が回復したのちに再再登板を望みます。（50 代女性） 

 

お疲れ様でした、（70 代女性） 

 

首相辞任は残念でした。（50 代男性） 

 

安倍首相にはおつかれさまでしたと言いたい。（40 代男性） 

 

続けて欲しかった 健康問題なら仕方ない 日韓議連は排除 いしばちゃんは問題外 菅

氏にお願いしたい（70 代男性） 

 

国益に尽くす安倍総理を高く評価していた。病気なら辞任も致し方ないが残念だ。総裁選は

自民党内部の選挙なので、早期に総選挙により改めて民意を問うて欲しい。（60 代男性） 

 

安倍首相お疲れ様でした。コロナ対策もう少し市民の声を聞いてください。（30 代女性） 

 

この時期の辞任は現在の経済状況や保障体制的には厳しい判断であったと思っております。

しかし、継続するにしても新しいものを求めるとしてもこのまま続けても職務を全うする



ことが不可能であるため、他に施し用のなかったことだと考えております。（18、19 歳男性） 

 

出来れば任期満了までやって欲しかったけど仕方ない。総裁選はいままでの通例通りだか

ら別になんとも。ただマスコミのいかにも問題がある的な偏向報道が気になる。（40 代男性） 

 

残念（50 代男性） 

 

安倍首相が時折、瞳に涙を浮かべながら話されている姿は見ていて辛く感じた。自民党総裁

選挙は最初から出来レースでハッキリいてつまらない。派閥の覇権争いが素人目に見ても

分かるので、本当に国民目線に立ってると言えるか疑問だ。（20 代男性） 

 

辞任表明後 71%の支持率があるのに、僅か 9%の不支持を、さも全体の意見であるかのよう

に拡散したテレビや新聞等のマスコミに重大な責任があります。先ず、最優先すべきは外

交、とりわけ中国.北朝鮮の脅威です。故に、日米同盟を基軸としてオーストラリア、イン

ドと共に対処が必要となってきます。こうしたことを踏まえて、次の総理大臣には安倍政権

の継続を望みます。（70 代男性） 

 

出来れば満期まで勤めて欲しかった。体調不良が原因なのは仕方ないと思う。次の政権にも

大まかな方針を引き継いで欲しい。（20 代男性） 

 

辞任は残念同じ理念で継続してほしい（60 代男性） 

 

しんぞうさんファイト生き残れ（50 代女性） 

 

素晴らしいリーダーが今やめるのはとても残念。だけど病気を克服してまたリーダーにな

ってもらいたい。総裁選は自民党の人が圧倒的に菅さんを推しているなら、菅さんが絶対に

なるべき。（30 代男性） 

 

安倍さんはよく頑張ったと思います。コロナの政策が思ったより後手に回り症状が悪化し

たのかな？お疲れ様でした。（40 代男性） 

 

評価すること大。しかしながら、自民党の議員の不祥事が数多、負の部分の真相が全面解明

されていない。天皇陛下が参拝をされていない靖国への自民党～その他の政治家が、陛下を

差し置いて、堂々と参拝する姿、見ていて胸糞が悪くなる。以上（60 代男性） 

 

志し半ばで残念であったと思われる。（40 代男性） 



 

安倍首相のとってきた政策は概ね評価しておりますので辞任は残念に思っています。今年 2

月からのコロナ禍時期において、対策そのものとしては適切であったと思いますが、メッセ

ージングが不足していたという印象です。自民党総裁選はこれまでの安倍政権の政策の継

続性の有無が大きな論点であるかと思います。（40 代男性） 

 

体調不良では仕方ないが一旦、休んで頂いて復活して頂きたい。（50 代男性） 

 

難病での辞任については評価します。（20 代答えない） 

 

7 年 8 か月の長きにわたり、持病と戦いながら総理大臣を務めた安倍総理大臣に心から敬意

を表します。安倍総理大臣が進めた経済政策、外交、安全保障は大きな成果を挙げ、日本に

良い影響を与えたと思う。しかし、憲法改正や拉致被害者全員奪還など、成し遂げられなか

った問題もある。安倍政権が無念のうちに倒れたいま、これらの問題は時期総理総裁に解決

して欲しい。時期総理総裁は菅官房長官が適任と思う。安倍総理と政治信条が近く、憲法改

正、拉致被害者奪還について、安倍総理と若い頃から協力してきた仲だからだ。そもそも、

今回の総裁選は来年９月までのワンクッションなので、安定感のある人物が望ましい。石破

元幹事長は裏切り行為が多く、岸田政調会長は典型的なハト派なので 2 人とも政権が 1 年

持つか微妙なところだ。石破は推薦人 20 人集められるのか？疑わしい。（30 代男性） 

 

反アベのメディアと野党が何年間もいくつもの不祥事を追求して揺さぶってきたのに安倍

さんはこれだけ長く務めたのはスゴイし、国民に認めて貰える証拠や代案を出せなかった

メディアと野党には反省をお願いしたい。（40 代男性） 

 

安倍総理お疲れ様でした。安倍総理の辞任は外交を含めた日本経済に大きな損失で非常に

残念です。また批判しかしないメディア、国会が変わらなければ、誰が首相になってもスピ

ード感を持ったコロナ対策や行政改革などできないと思う。その中での長期政権は 2 度と

ないでしょう！第三次安倍内閣に期待します。（50 代男性） 

 

外交は高く評価します。隣国との対応についてよくやってくれたと思います。もっと強硬な

姿勢でも良かったと思うくらいです。出来ることならもう少し若い方が総裁になり、新しい

発想をとりいれてもらいたい。（40 代男性） 

 

首相が変わってもしっかり米英と組んで中国包囲網をしっかりと構築してほしい。（30 代男

性） 

 



安倍首相お疲れさまでした。しっかり療養してください。（40 代女性） 

 

安倍さんが辞任されたことで国際社会の中での日本の位置付けは確実に下がると思います。

後任がどなたになられるにしろ出来る限りこれまで培ってきた日本の立場を失わないよう

更に先に進んでいただけるよう期待します。（50 代男性） 

 

まずは安倍首相お疲れ様でした。という気持ちです。ただ安倍首相のリーダーシップを引き

継げる候補が居るかというと疑問です。（30 代男性） 

 

安倍首相、お疲れ様でした。社会の格差が広がり、将来に希望が持ちにくい社会だと思いま

す。コロナも大変ですが、環境問題も深刻です。社会全体を俯瞰して（50 代女性） 

 

安倍首相は頑張ったと思う。総裁選は見えているので次々に期待｡（70 代男性） 

 

安倍首相お疲れ様でした。残りの引き継ぎなどまだまだありますが、お身体に気をつけて頑

張ってください。（30 代女性） 

 

韓国問題を終わらせて辞任して欲しかった 外交ので姿勢は凄く評価していました 河野

さんが総理になれば面白い（50 代男性） 

 

阿部首相の体調が心配です辞任するほど悪いのだと思うけどそれほどひどいように見えな

いので（60 代女性） 

 

病気が原因の辞任は残念だが、致し方ないと思う。老人政治、派閥政治からの脱却を期待し

たい。（30 代女性） 

 

近年では自然災害も多く、また平素の外交などに加えコロナウイルスのこともあり大変な

ことも多かったと思いますが、終息を待ってもまたいつ何が起こるかわかりませんし、コロ

ナウイルスへの対応もある程度定着しつつあるこの時期にご本人がご意志をしっかりと伝

えられる状態で、しっかりと引き継ぎ交代のできる状況での辞意表明でしたので、よい時期

なのではないかと思います。オリンピックを予定通り行えず、心残りがおありかとは思いま

すが、健康は何にも代え難いと思いますので、このまま滞りなく進めていただき、その後は

ゆっくりとご自愛いただければと思います。（30 代女性） 

 

安倍総理の辞任は大変残念だが、安倍総理が残した偉業は評価されるべき。時期、自民党総

裁には安倍総理が残した足跡を踏襲し、内外政に取り組んで頂きたい。（40 代男性） 



 

自身の権力に恋々としない安倍首相の身の引き方は立派だ。出自の怪しい党員を排除する

今回の総裁選は妥当だ。（50 代男性） 

 

病気によるので仕方ないと思います。外交等に力を入れて今までの感謝の念です。国民の思

いが伝わる選挙になってほしいです。（30 代男性） 

 

首相お疲れ様でした。総裁選挙を含め選挙に税金を使いすぎる事を止めて欲しいです。（40

代女性） 

 

極めて適切な対応。退任は残念だが、状況を鑑みてこのタイミングしか無かった。権力にし

がみつく事なく良く決断した。これまでの国の舵取りを高く評価し、感謝と敬意を表する。

総裁選も状況から鑑みて極めて適切。マスゴミの偏向報道に怒りを感じる。毎日新聞を含め

害悪でしか無く、特に毎日、朝日、東京の各新聞と共同通信は不必要。（50 代男性） 

 

いろいろな声があると思いますが、長い間、持病を抱えながら国民のために尽力くださった

安倍首相には、一国民として、どうかお身体を第一に、そしてこれからも政治に携わってい

ただけたらと思います。私も持病を持つ身として、健康な方には理解されえない多くの困難

があられたことと拝察致します。そのような中、常ににこやかに、人前で苦しむお顔を見せ

なかったことは、安倍首相の静かな強さであると感じておりました。どうかご自愛ください

ますように、心よりご快癒をお祈り申し上げます。辞任という苦渋のご決断に対し、国政が

混乱しないことを第一に総裁選を実施されることについては、賢明なご判断であると存じ

ます。当初の予定通り、安倍政権の期間中は、混乱のない政治が守られることが第一かと存

じます。今回の総裁選の実施方法もまた、適切なご判断であると思います。このような、未

曾有の大変な時期に変革は期待しておりません。余計な予算を費やすより、必要なことに予

算を使って頂きたい。そのためにも選挙に時間とお金をかけないことは、国民に対する誠実

であると受け止めております。私は熱心な自民党員というわけではなく、どちらかといえば

中立派ですが、過去の混乱を考えますと、自民党が国政をリードしていただくのが最善であ

ると支持しております。今後も拉致問題をはじめ、解決が望まれてやまない事柄が、良い方

向に向かうよう、安倍政権の継承を願っております。（40 代女性） 

 

辞任は残念ですが、仕方ない。アベノミクスで好景気を維持できたことは事実であり評価す

べき。米、露、中国に引けをとらず、韓国とは緊張感を保ちながらも決して劣勢にならなか

った。長期政権による国際的信頼感も相まって、立場をアピールし続けられた。これは安倍

首相の他にできる人は居なかったと思う。（30 代女性） 

 



お疲れ様でした。次の日本を背負う人達の年齢が気になります。経験はあると思いますが、

大丈夫なのかな。（20 代女性） 

 

外交の継続性に不安がある。後継者指名をしても良かったのでは？（40 代男性） 

 

内閣総理大臣というただでさえ多忙を極める職にあって、更にはこの非常事態を 65 歳とい

う決して若くはないご年齢でよくここまで頑張ってこられたと思う。あとは後任の方に安

倍首相の政治体制を基本的には引き継いでもらいながらも諸外国に対して更に強気になっ

て国の舵取りをしていってほしい。（20 代男性） 

 

安倍首相は、見映えが良かった。外国人の中でも、しっかり見えた。一番の良い所は、格好

が良い所です。（50 代男性） 

 

安倍首相は中国と朝鮮のスパイにだいぶ苦戦しましたが中国に忖度せず韓国を相手にしな

い日本人による日本人のための政治をお願いしたい総裁選は誰が選ばれようと裏で意図を

引く闇がある限り同じだと思います（40 代男性） 

 

体調の悪い中よく頑張って頂きました。安倍首相のおかげで安定した日本でありました。感

謝しています。（50 代女性） 

 

お疲れ様でした（60 代男性） 

 

安倍首相には、これまでの重任に対し、心から敬意を表します。また、ご快癒をお祈りして

おります。総裁選については、速やかに行われ、引き続き国民の信に応えて下さるよう願っ

ています。（30 代男性） 

 

辞任は正解、お疲れ様でした。総裁選挙は党員も参加出来たら面白かった。（50 代男性） 

 

長い期間ご苦労様でした。（70 代男性） 

 

とつぜんの辞任には正直驚いています。新型コロナの状況や来年の東京オリンピックの事

を考えると疑問に思いますが、自分の病気の状態が、日本の舵をとっていく事に責任を感じ

たのではと思います。総裁選については、こちらとは関係なく進んでいるようなので、特に

はありませんが、決まった方には、良い国にしたいって頂きたいと思います。（40 代男性） 

 

病気で辞任するということは本人も本意ではないと思う。このことを、無責任や病気になる



癖など、人として最低の物言いをする議員には国政から消えてほしい。（40 代男性） 

 

コロナ対策について、野党は批判するのみで全く期待できる場面があったようには見えま

せんでした。そのようななか、連続勤務などかなりのストレスがあったのだろうと思いま

す。外交に関して近年の総理のなかでいちばん実力があったのではないかと思います。（20

代女性） 

 

お体の問題ですので ここまで頑張ってくださって感謝しております。菅さん 地道に引き

続きお願いします。（70 代女性） 

 

お疲れ様でした。早く体調がよくなりますことをお祈りします。（60 代女性） 

 

体調不良で早めに進退を決めたのは評価できる。ただ、政策というより派閥の力で首相が決

まりそうなのが嫌。（30 代女性） 

 

日本の憲法や法律上、首相一人がそんなに力を持つような事は出来ないし、独断で何かを実

行すると言う事も出来ないのに、世間から独裁者といったような過剰な批判を受け大変だ

ったと思う。素直にお疲れ様でしたという気持ち。時期首相や政治家よりも、組織票を持っ

ている企業・団体などが、己の利益だけでなくもっと日本全体の将来の事を考えて欲しい。

（30 代男性） 

 

安倍さんの辞任は残念（70 代男性） 

 

健康不安による辞任が残念です。もう少し続けて欲しかった。 次期総裁は菅さんしかあり

ません。石破さんなんてもっての他です。（60 代女性） 

 

辞任はタイミング的によかった。コロナ対応は限界のようなので。総裁選は急な事なので菅

さんで良いと思います。（70 代男性） 

 

潔く自分でケジメをつけられたなと感じました！お疲れ様でした。今はゆっくり休んで身

体を治してください！変化と継続をテーマに次の人は頑張ってもらいたい！（30 代男性） 

 

今の時期の辞任は残念だが新型コロナの対応でかなりのストレスが溜まってしまったんだ

と思うので仕方ない（60 代女性） 

 

お疲れ様でした。次期総理にも長く務めてもらいたい（40 代男性） 



 

安倍さんの辞任は体調面を考慮してのことであるため、当然のことと受け止めており、早い

回復を願っている。自民党総選挙については、こういう時世の為今回の形でも問題ないと考

えている。（30 代男性） 

 

病気とはいえ憲法改正の議論すらできずに辞任したことは非常に残念。長期政権による緩

みが確かに見えているので、総裁選を契機に政権を奪還した時の初心に立ち返り政権を運

営してほしい。（30 代男性） 

 

志半ばの辞任については大変残念でありますが安倍総理は今まで良く頑張られたと思いま

す。総裁選は安倍総理の意思を継ぐ方に当選を願います。（50 代男性） 

 

安倍首相もコロナ禍の一被害者であるのではないでしょうか。コロナ政策忙しい日々の中

頑張ったと思います。誰が首相であっても批判はあったはず。総裁選は誰がなっても構わな

い。私達には選ぶ権利がないのだから。特に興味はない。（40 代女性） 

 

病気で辞任せざるを得ないのは残念だと思います。（30 代男性） 

 

任期途中での辞職、非常に残念。しかし、お体を大事にして欲しい。本当にお疲れ様でした。

（40 代男性） 

 

安部首相に対して同じく人として厳し過ぎると思う。ただマスク対策は未だに納得いかな

いが、辞任表明は致し方ないと思う。総裁選は簡略化せず、かと言って時間をかけず行って

欲しい。（30 代女性） 

 

病気での辞任は気の毒だと思います。きっとぎりぎりまで頑張ったのでしょう。自民党の総

裁選は自民党内で勝手にやればいいと思いますが、自民党員でない国民にとって総裁と総

理は別物です。総理は全有権者に選ぶ権利があると思います。（50 代女性） 

 

コロナ対策中でしたが、少しは休みを取って休んだいただきたかった。（40 代女性） 

 

長い間、お疲れさまでした。この社会情勢の中で安全に暮らせていたのも安倍さんのおかげ

と思っております。日本人として安倍さんには感謝の気持ちしかありません。（30 代女性） 

 

①とても残念です。病気が落ち着き体力が回復したら、再び、1 期 2 年でもいいので、自民

党総裁、そして日本の首相に戻ってほしい。  ②決定した方法が妥当。党員等の投票を行わ



ないことを、民意が反映されていないと語る新聞社の解説委員がいますが、それはあくまで

人口 1 億２千万人の約１％の自民党員約 102 万人の意見であり、国民の意見を指す民意と

は違うと思います。（60 代男性） 

 

政治の安定化と言う意味では安倍総理は立派であったが、辞任表明のタイミングがイマイ

チか。それだけ病状が悪化していたかってことか。（40 代男性） 

 

8 年弱お疲れさまでした。病気は致し方ないが本当は最後までやって欲しかった。安倍さん

は次期総理が決定する迄は職務を全うすると言われてるが、辞任表明をしたら不在と一緒

なので、不在期間を短くする為にもこのやり方で致し方ない。（60 代男性） 

 

不可抗力でやむを得ない！！できるだけ速やかに隙間なく現体制を引き継ぐことが肝要で

す（70 代男性） 

 

身体が調子が悪いと言われてて、辞意表明した時に初めて難病だったんだと知りました。そ

れにもかかわらず元気に今まで首相の座に付いて職務を全うしてきたんだと思いました。

でも一番に、拉致問題を優先して北朝鮮に乗り込んで欲しかったです。元小泉首相が北朝鮮

に行った時に安倍さんも一緒に行って居たので、拉致被害者の気持ちになって考えてほし

かったです。一番に私にとっても悔しいですね。（60 代女性） 

 

安倍首相と同じ病の知り合いが多数います。決して楽観できる病ではないので、苦渋の決断

だったと推測します。新首相には、まずコロナの収束と経済の回復を期待したいです。（50

代女性） 

 

1 日も早い回復を祈ります（50 代男性） 

 

中国や韓国に忖度する政治は、どこの国の政治でどこの国の政府なのかと疑問になりまし

たが、安倍総理今まで大変お疲れ様でしたゆっくり休んでください。（20 代男性） 

 

安倍さんはよくやってくれた。コロナを優先すべきとの声もあるが、結局次期首相を早く決

める事がコロナを優先することにつながるであろう。（30 代男性） 

 

森友や桜を観る会など、問題もあったが、頑張っていたと思う。この人が、政党だったら、

安心して暮らせるなどない。弱者の味方の政治だけでなく、頑張っている人にも恩恵がある

政治。仕事や、生活頑張って良かったと思える世の中にして欲しい。苦しくのは、皆一緒。

特別では、無く当たり前の世の中にして欲しい。（40 代女性） 



 

安倍首相の３回目の総理大臣に期待しています。（40 代男性） 

 

辞任は正しい判断です。コロナの中、政治で国家が混乱しないよう次期総裁を円滑に決定す

る決断も素晴らしい。期待してます。（40 代男性） 

 

安倍首相の辞任は残念であるが、拉致問題などを初めとした難しい外交で一歩踏み出した

ことを国民が評価しない理由が不明。拉致被害者家族なども結果だけを求めるのではなく

その姿勢を評価しても良いのではないかと思う（50 代男性） 

 

体調が悪くなり大変残念。総裁選は何も問題が無いと思うので、特に意見なし。（40 代男性） 

 

病気による辞任はやむを得ないと思うが、いろいろな政策を行っても、評価されず、批判さ

れてばかりいるので、嫌になったのかな、とも思った。総裁選は、党員の投票をすべきだっ

たと思う。石破はずしという批判を受けても仕方がない。（60 代男性） 

 

良いタイミングの交替だった。安定状態の政治とコロナ問題の時期として。（60 代男性） 

 

安倍首相お疲れ様でした。他国との関係性などはとても良いと思います。欲を言えば高齢

者、お金持ちに優しい政策ではなく若者に対する経済的な支援をして欲しかったです。安倍

首相がとても良かったとは言い難いが、他の首相になって今の状況が変わるのか不安が多

くある。この不安があるからこそ、今のままで良いのではないか？という気持ちがあるのは

事実。政治の事をよく知っているわけではないがこのように思っている若者は多いような

気がする。給付金は本当に有難かった。次回も期待したい！（20 代男性） 

 

安倍さんは本当に良く頑張ったと個人的には思います。（40 代男性） 

 

状態が良くなったら安倍首相に再登板してほしい。菅義偉さん→岸田文雄さん→河野太郎

さん→安倍晋三さん各 3 年で上記の流れになるのが理想です。（40 代男性） 

 

辞任表明は残念でした。総裁選挙は今まで通りでして欲しかった。、（40 代女性） 

 

安倍さんのお陰様で弊社もなんとか持ち直す事できました。辞任は本当に残念で寂しくア

ベロスですが、お身体大切にしてください。約 8 年本当にありがとうございました。お疲れ

様でした。（50 代女性） 

 



持病を持ちながらギリギリまで頑張らざるを得なかったのは、安倍人気に乗って、古い体質

のまま利権政治を続ける自民党員が多くいて、後を任せられなかったから。菅さんは派閥に

捉われず、安倍さんが残した仕事を実行する能力と実践力があると見える。菅さんが首相で

いる間に安倍さんに出来なかった自民党体質の改革が出来るのではと期待している。（60 代

女性） 

 

色々疑惑がある人(夫人も賢い人ではなかったし)でしたが、私の知る歴代総理の中では頑張

ってたので、残念です。総裁選、３人とも期待はできないと感じています。また首相がコロ

コロ変わるのかと思うとウンザリします。（40 代女性） 

 

まずは長い間の政権運営お疲れでした。経済の回復に伴い、失業率の減少、賃金の上昇はリ

ーマン移行諸外国に比べ遅かったですが、それは安倍総理が成し遂げた実績だと思います。

本当にありがとうございます。拉致問題について言及した時の総理の顔は非常に悔しそう

であり、時期総裁に引き継いでもらいたい問題でもあります。今後も日本政府として拉致問

題の進展に尽力して頂きたいと思います。ただし、消費税の増税は社会保障の充実だか、イ

ンフレ目標だか知りませんが、享受出来ません。消費が落ち込むのは過去のデータからも分

かりきっている事ですし、社会保障が増えて居るのは高齢者が増えているからです。社会保

障の充実を図るのであれば、資産ではなく、現金の貯金に課税をかけ、余計な内部留保を無

くすべきですし、医療、介護保険料の軽減として、メディア等の連携が必要とは思いますが、

尊厳死を認める方向で法改正を行い、自然死看取りを増やし、寝たきり老人を減らして行く

努力も必要です。政権与党として、様々な功績が残った安倍政権ですが、今後の与党の仕事

も山積みです。政治家の皆さん、揚げ足取りの国会答弁やワイドショーやスポーツ新聞ネタ

提供は出来るだけ少くし、建設的な議論を重ねて頂き、各種メディアも様々なスタンスで情

報を発信して頂きたいと思います。（30 代男性） 

 

安倍さんお疲れ様でした。（30 代女性） 

 

憲法改正、スパイ防止法、拉致被害者奪還などを期待していましたので道半ばで残念です。

健康を回復され三度目の登板を願っています。（50 代女性） 

 

辞任については驚いた。まだまだやって欲しかっただけに残念だ。ご病気ならば仕方ない。

総裁選については妥当だと思う。党員投票までするとなると、時間が非常にかかるので、緊

急性があるので妥当でしょう。（50 代男性） 

 


