
＜反安倍＞ 

一般人であれば逮捕されるようなことばかりし、また、逮捕者ばかり内閣から出し、責任を

取らずにやめるなど許されるわけがない。国民の給与はこの 7 年間下がり続けた。金持ち

優遇政策はいい加減にやめるべき。税金を納めているのは安倍首相が追い詰めた貧乏な庶

民たちです。（30 代女性） 

 

結局何も変わらない、既得権益層のご都合主義（50 代女性） 

 

持病によりやむなく辞任という体裁を取ることによって、各種疑惑や批判を封殺しようと

しているようにしか見えない。自民党総裁選も、特定候補に不利になるような選挙方法に変

えてしまうなど、公式ルールを反故にするための口実を作ってばかりで、とても信頼できな

い。（50 代男性） 

 

森友､加計問題をきちんと調べるなどクリーンな政治て欲しい｡（50 代男性） 

 

森友問題や桜を見る会などの部分が未解決のままで終わるのは遺憾である。追及し、政治資

金を不正に使用したのであれば返納は当然であるが、裁判をする必要はあまり感じない。な

ぜなら今はこの不安定で先の見通せない経済をどうにかする方が重要だからだ。 次の自

民党総裁はまともな政治をしてくれさえすれば誰でもよい。願わくばこの国を支える今、そ

して未来の若者を元気にするような政策を行なっていただきたい（20 代男性） 

 

病気で辞任は致し方ないとしても、在任期間をただ引き延ばしただけのようなタイミング

はするべきではなかったと思う。（40 代女性） 

 

仕事をやり遂げずまた逃げたくらいにしか思ってません（20 代男性） 

 

個人の療養は進めるべきだが、それを政権擁護のために利用することはあってはならない。

残された課題の解決に向けた建設的な議論が行われることを望む。（20 代男性） 

 

安部首相は長く続け過ぎた感が強い。菅さんの圧勝だろうが、来年の任期までのつなぎとな

るのか、本格政権となるのかが今後の焦点となるのではないか。（50 代男性） 

 

病気は仕方ないが、おごりのなか、隠し事が多く、都合の悪い事は隠してしまうように見え

てしまいました。（60 代男性） 

 

記録前に退任してたら良かった。（40 代男性） 



 

ご病気により辞任されるのは仕方ないと思います。これを機に様々疑問視されている政治

に関してクリアにしてもらい、納得できる政治運営ができる人が選ばれることを願います。

（20 代男性） 

 

安倍さんは、人を一人殺しているわけです。そんな人に、日本を自由にさせる日本の政治家

は、総選挙しようとなにも変わらない（60 代女性） 

 

今辞任を表明したが、パフォーマンス的な要素が強いのではないだろうか。正直、自民党か

らでは、誰でも同じに過ぎないかと。（40 代女性） 

 

出来レースすぎてうんざりする。安倍内閣と何も変わらない。（50 代女性） 

 

国民の為になる事をして頂き透明性のある政治をして欲しいです。（30 代女性） 

 

モリカケでの私物化。拉致問題、中国、ロシア等の領土問題を在位 7 年以上でも決着出来な

いひ弱さ。政治家と官僚のヘボさ加減に幻滅が止まらない。（50 代男性） 

 

やっとドロドロに腐った安倍政権が終わる！めでたい！次の首相に誰がなっても自民党は

自民党。早く政権交代を！！（60 代女性） 

 

辞任では無く罪で降ろされるべきだった。総裁選挙ではなく解散すべきだった。（30 代女性） 

 

安倍首相の辞任表明は、コロナ対応への彼の敗北と能力の限界を認めたものと私は受けと

めている。今の総裁選挙制度では、国のリーダーを選ぶという重要なことに、国民ひとりひ

とりが関われない。もちろん自民党を与党にしたのは私達なのだから、民意だと言えば確か

にそうだ。しかし、この制度が、国民の諦めというか政治への関心をそいでしまい、長期政

権とそれによる弊害をのさばらせることになっているのではないかと思う。（60 代女性） 

 

辞任理由が情けない。（50 代男性） 

 

安倍晋三のこれまでの仕事に 国民からの丁寧な説明を求め または 自身の丁寧な説明

をする事であったはずですがまったくなされていない、正にこれらの事を病気にかこつけ

て逃げたとしか思えない、許せない。（70 代男性） 

 

安倍首相の辞任は致し方と感じるが遅きに失した感じは否めない。自民党総裁選の決め方



には疑問を感じる。自民党内の派閥政治、都合主義がまかり通る旧体制が滲み出ており、政

治不信にしか繋がらない。菅さんが決して悪いわけではないが、正しい方法かつ派閥の論理

とは離れ、ちゃんと議論された上での投票で決めて欲しい。（40 代男性） 

 

今回も安倍さんは困った事があると投げ出すんだと思った（40 代男性） 

 

辞任表明については、持病の悪化とのことだったため仕方ないと感じた。しかし、過去にも

一度同じ理由で突然辞任したことがあったため、それを踏まえ何かしら前もって策を講じ

ることはできたと思う。現在の内閣の問題としてある公文書の改竄・処分や不透明な資金の

使われ方というのは、長期政権によるものだと考えているため、安倍内閣に近い菅氏以外の

人に総理大臣になってもらいたいと考えている。後から検証できるように公文書を残した

り、税金の使い道を透明化したりすることは、政治として当然のことであると考えているた

め、この当然のことをできるような人に総理大臣になってもらいたい。今の内閣は、不透明

な部分が多く、支持できない。（20 代男性） 

 

安倍晋三内閣はうそ記録しない改ざん等等民主主義の根源をぐしゃぐしゃにした。更にコ

ロナでは危機管理能力のな差を露呈した。（80 歳以上男性） 

 

疑惑解明（60 代女性） 

 

もともと持病はあったと思いますが、今回は全ての対策が上手く行かなくなって辞めたと

いう感じです。次の総裁は安倍政治を引き継がなくてはまずいというのが自民党の本音で

しょう。（50 代男性） 

 

外国え遊びに行くことと、トランプとゴルフして高額な軍備を買うことと、すべてを嘘と隠

蔽工作しかしていなかった。（70 代男性） 

 

もっと早く決断すべきだと思う。何事においても中途半端で終わりこれといった成果が見

えない。（30 代女性） 

 

辞任して、良かったと思う。不信感しかない。（70 代女性） 

 

もっと早く辞任して欲しかった。選挙については自民党議員が自由に投票できるようにす

べき（60 代男性） 

 

総裁選は興味は無い。安倍さんは森友の時に辞めるべき。自ら辞めると言っているのだか



ら。（70 代男性） 

 

安倍首相は病気ということで退任は仕方ないが、森友や桜を見る会など結局うやむやにな

り逃げ切られた感が拭えない。（50 代女性） 

 

安倍などという、大嘘つきかつ最低最悪の首相の路線を継ぐなどという連中には期待でき

ないし、民意をまったく反映しない総裁選をあれほど取り上げて自民党の宣伝の片棒を担

ぐマスコミも信用できない（50 代女性） 

 

加計学園等の問題も途中でうやむやになり、立ち消えになるなど国民かあれで納得してい

るのでしょうか？疑問です（60 代男性） 

 

密室のお友達の集まり。政治の劣化に絶望感を拭えない。マスコミの態度にもがっかり。（70

代女性） 

 

誰が総裁なっても、自民党であれば利権絡みの汚職に近い状態になることは間違いない。特

に安倍を継承する菅は最悪の極み。悪巧みしか考えてない自民党は、早く解党してもらいた

い。（40 代男性） 

 

体調不良は責められないが、森友、加計学園、桜を見る会、公文書破棄、隠蔽問題等々、野

党の無力と相まって、のらりくらりと逃げ切ってしまった。総裁選も派閥の権力争いそのも

の。結局、誰になっても何も変わらないだろう。（40 代男性） 

 

後始末すべき問題は解決に向けて動いていただきたい（50 代女性） 

 

在任期間のためだけにこれだけダラダラと続けたのがダサすぎる 次期総裁候補もおじさ

んしか居ないし（20 代女性） 

 

安倍総理は色々政策案は出したが、一つも解決してない。森友、加計問題や検察庁など、う

やむやのまま。（50 代男性） 

 

森友、かけい、の問題を正直に正すべきで官僚政治から脱却すべきだと思います（50 代男

性） 

 

モリ、カケ、サクラ問題を整理できる方に、総理になってほしい。誠実な政治をしてほしい。

（60 代男性） 



 

病気で辞めるのは仕方ないことですが、2 度目なのでまたかと言う感じ総裁選については国

民の意思が尊重されない事が残念（50 代女性） 

 

法治国家としてのルールを破り散々政治を私物化したが、責任を一切取らずに逃げるよう

に辞めたという印象。総裁選も党員投票にせず、出来レースのようだ。つくづくこの内閣の

腐敗を感じる。自民党は支持しないが、せめて安倍内閣の負債をきちんと精算してくれる人

が首相になってほしい。（30 代女性） 

 

首相が辞める丁度良い機会があってよかった。いつか、説明責任を果たし、とぼけた回答で

追求をのらりくらりと躱すようなことをしない人が総理になる世界が来るとよい。（20 代男

性） 

 

もりかけさくらの真相解明調査を徹底調査して下さい。（70 代男性） 

 

多くの問題を解決しないまま辞任するのは良くない。歴代最長の座を手に入れたかっただ

けに思える。辞任するなら立つ鳥跡を濁さず。某隣国のように民主主義ながらも不正が乱立

する社会にならないためにも、歴史に名を刻む程の男であれば、そこは筋を通すべき。今後

の日本の発展にも大きく関わる大事。（20 代男性） 

 

辞任の根拠を示して欲しかった診断書などフルコースの総裁選ができない判断が不思議判

断力が弱い病人が敵基地攻撃憲法をないがしろにすることが日常化してしまった恐怖この

時間は酔ってるのできちんと答えたかった意見言える機会に感謝（60 代答えない） 

 

起きた不祥事が、何一つ解決されないまま闇の中に葬られてしまう。（60 代男性） 

 

安倍首相には長期にわたり御苦労様でしたという気持ちはあります。外交など、首相の思い

だけでは難しい問題については中々解決しないのも理解できます。しかし、政治家の人数、

お金の使い方の不透明さは解決出来るのではないでしょうか。生活が苦しくても、真面目に

納めている国民の税金を、どのような思いで使われているのでしょうか。納めるのが馬鹿馬

鹿しくなります。時給千円足らずで働いている国民の気持ちが本当の意味で解る方は政治

家には居ないという思いです。（40 代女性） 

 

疑惑しかない政権だった。給付金がたった 1 度だった国がほかにあるのか。そのくせ政治

家は給与ボーナスともにすごい額で信じられない。消費税以外の税が上がりすぎて生活は

苦しくなるばかりだったので次政権では庶民のことを考えて欲しい。（30 代女性） 



 

一般的に体の調子悪くても、辞める社長はいません。任期勤めあげれないような人に国はま

かせられない。所詮世襲って感じで回りに甘やかされて、囃し立てられてお飾り首相には何

も期待出来ない。今後も同じような感じで進んでいく政治には何も期待できません。（30 代

男性） 

 

経済格差だけ広げ、雇用も自慢するけど、非正社員が増えただけ、外交も何一つ成果なく、

裸の王様状態です。もっと早く辞めてほしかった。菅では同じ事の繰り返しです。総裁選挙

するなら、地方を含めた選挙をしのなくては。（70 代男性） 

 

非常に有害なプライマリーバランス黒字化目標を破棄して積極財政に方向転換して下さい。

コロナ対策として真水で 150 兆円規模の財政出動をして下さい。経団連の要望で始まった

消費税を廃止して下さい。昨年の施政方針演説でも増収分の 5 分の 4 は借金(本来返す必要

ない)返済に充てたと安部首相本人が言っており、税収増分を全額社会保障に充てるという

公約も反故にされ、政治不信を招き国民経済を破壊しました。介護職員の給料を 2 倍にし

て人材確保して下さい。公共事業を増やして国土強靭化して下さい。政府はお金を振りだし

て民間の資産を増やすようにして下さい。税は財源ではなくインフレを調整するものです

(他にも役割はありますが)。デフレにより貧困化した国民からお金を巻き上げるのをやめて

下さい。国債を発行すれば財源問題は全て解決するのです。なお、自民党でしたら安藤裕衆

議院議員や西田昌司参議院議員を指示します。その他大勢の緊縮派議員は絶対に指示しま

せん。（40 代男性） 

 

自らの疑惑（所謂モリカケ問題）に関して有耶無耶にしてなんら説明責任を果たさなかった

ことに怒りを禁じ得ない。そして総理大臣在任最長期間を更新してすぐに辞めたことに安

倍総理は人として迚も浅ましいと思った。自民党総裁選挙は菅が順当に総理大臣になると

の見方があるが、安倍総理の路線を継承すると言っていてウンザリしている。（40 代男性） 

 

安倍首相は何も変えられなかったので、もっと早く辞任すべきだった。体調も今より悪化し

なかっただろう。外交、経済、そしてモリカケ問題等々、ある意味汚点のレガシィを残した

のではないか。そして、今回の総裁選の在り方。自民党のやりたい放題のように映る。全て

は国民の責任と思うべき。先ずは隗より始めよということに尽きる。（40 代男性） 

 

森本学園問題をきちんと説明する業務があると思います！（70 代女性） 

 

安倍前首相の息のかかった後任首相では、安倍政権の総括・課題等の正当な評価が出来ない

のではないか。（60 代男性） 



 

問題から逃げるために辞任した（60 代男性） 

 

やっと辞任してくれた（30 代男性） 

 

この長期政権は格差が拡大しただけで国民の側に立ったことが無かったように思います。

（60 代女性） 

 

辞任の理由が何であれ、森友問題や桜を観る会などでの不明確な説明に関しての責任は果

たすべきで、うやむやにされては絶対にいけないと思います。（40 代女性） 

 

安倍首相には多くの期待をしたが裏切られた。言い方は悪いが裸の王様です。国民不在の政

治家のための政治をしているとしか思えない。（70 代男性） 

 

同じ病気を抱えているので、今回病気を持ちながらも政治をしていたことはとても頑張っ

ていたとは思うが、、、、病気が悪化した時点で辞めるめきだったと感じる。歴代 1 位の長期

政権を目指したかっただけのように取られても仕方ない（30 代女性） 

 

安部さんは、森友学園と加計学園の問題、公文書改ざんの問題に「丁寧な説明」をしていな

い。国会議員として残るなら是非逃げずに説明してほしい。 （60 代女性） 

 

安倍はいい時に逃げた。管が総理にする為の出来レース。（40 代男性） 

 

体調不良での辞任を考えるのはしょうが無いが、今まで安倍首相がらみの問題（加計学園・

桜を見る会など）をしっかりと説明してから辞任して欲しかった。（40 代男性） 

 

安倍首相が辞任表明して、支持率が高くなった。それは何か変わるかもしれないと思う人が

多くなったから。継続政権ならまた同じことを繰り返すと思う。そして、すでに決まってい

るのに総裁選をするのは、国民をバカにしている気がする。（30 代女性） 

 

安倍さんがご体調を悪くして総裁を辞任することに関しては、途中で投げ出してと意見も

ありますが、ご病気された方に対してなぜ、そのような厳しい意見が出るのかとても不思議

です 治療に専念して頂きたいと思います また長期政権なさったことに敬意を表します 

ただ、私は以前から安倍首相の様々な問題について、森友学園 加計学園、桜を見る会につ

いて、国会での答弁を毎回、拝見する中で、府に落ちない気持ちでいました 長期政権にな

ることで、公私混同しているように感じます 国会での安倍首相の質問者に対しての誠意



のない対応、欺くような返答に対して、怒りを覚えました ですので、ようやく安倍政権が

終息したことに胸を撫で下ろしております 自民党員全員の投票ではないことに日本の閉

塞的な面が垣間見えたように思い残念です 石破さんのような自分の考えが一貫している

こと、周りに流されない方に次期政権を担って頂きたいです（40 代女性） 

 

辞任に関しては何も思いませんし、体を労ってゆっくりしていただけたらと思いますが、説

明責任も果たさず何もかもがうやむやのままというのは納得できません。自民党総裁選挙

も、自分の都合のいいように菅さんにしたいのだろうな…と思うので、菅さんではダメだろ

うな…とは思いますが、他に選択肢がないので、仕方なく支持し、少しの期待を持ちたいと

思います。（40 代女性） 

 

桜の会、森加計問題は解決していない。刑事事件として追求を望む。政治家は何をしても無

罪では国民は何も協力しなくなる。（30 代男性） 

 

7 年８ヶ月の間に拉致問題は進展無し。加計学園・森友学園問題は、コロナ禍対策で問題不

明のまま過ぎていく。国民のすべてが納得しきれていないと思う。責任を背負わされた自殺

者が出たことについて、解決の進展が無かった。（60 代男性） 

 

もっと早くから、辞任して、欲しかった。国民の意見は、意向など、まったく、聞いて頂け

ない政党（50 代女性） 

 

やめてもらってよかった。（40 代男性） 

 

病気が再発したことを世間にアピールして、同情を集めてから辞任するのは、姑息だと思う

総裁選は、自民党の重鎮達が我が立場を守るために、菅さんが確実に当然出来る方法での総

裁選をしたことは、見苦しい限りです（60 代女性） 

 

最長任期に拘っていたような気がする。体調が理由なら、以前から予兆があったはず。もっ

と早く決断すべきだったし、もし辞めるにしても、今ではない。中途半端すぎる。投薬治療

で、体調が落ち着いているのなら、コロナが一段落つくまで続投して責任を全うすべき。（30

代男性） 

 

体調不良で首相を投げ出したことは、まったくの甘ったれだと思う。今回で２回目とは、何

とも情けないことです。育ちが金持ちのぼんぼん育ちであるから、何事も自分で決めること

ができないのでしょう。地方の庶民の生活がどうなっているかなど、理解する気もなかった

でしょう。都市部は栄え、地方は疲弊しているこの状況を自民党が責任をとって何とかして



もらいたい。元々の金持ちが政治を牛耳っているのだから、日本は良くなるわけがないでし

ょう。世界から取り残されていくでしょうね。（50 代男性） 

 

安倍首相はコロナ対策等の失策で支持率が低くなり逃げた感がありますが、自民党政権が

続く限りどなたが首相になってもあまり変わりないと思います。自民党員は私利私欲のた

めに政治家になっているとしか思えません。本当に日本の未来、国民の暮らしを良くしてく

れるまともな政治家はどこにいるのでしょうか。今の日本の政治にはもう絶望しか感じら

れません。（50 代女性） 

 

記録更新する前に辞めたら見直したが、やはりダメ。国民のためではなく自分のことしか考

えておらず政治家としてダメ。（50 代男性） 

 

辞任表明以前から、今日までのシナリオが作られていたかの様な策略的な流れに、そして 

民意が反映されない選挙に憤りを感じます。（60 代女性） 

 

行政組織のトップとして部下が自殺したら真相究明して再発防止策を考えるのが常識だと

思うが、それをしない人間性に疑問。辞任は遅いくらい。そんな人として問題が有る人をト

ップとして容認する党は残念すぎるし、うみを出して再生を期待できる選挙をして欲しい

（60 代男性） 

 

森友家計問題も逃げてるし、自殺した赤木さんの問題も疑惑だらけだし、自分に関わる事は

自民党だけの過半数だけで、終わったことにしている。国民にはっきり説明すべきだし、無

責任な総裁です。（70 代女性） 

 

とにかく言い訳ばかりが上手で言葉に重みが感じられず質問には答えないがヤジは飛ばし、

持論をまくし立てる人が辞めてくれてよかった。スキャンダルが積み上がり、コロナ対策失

敗、頼みのオリンピックも不確実、支持率低下、このまま続けても自分の得にならないと思

ったのか。健康上の理由で辞任表明とは。政治家としてこれまでの様々な疑惑に説明をはた

した上で責任とって辞任してほしかった。（60 代女性） 

 

長期に渡り在職していただき、本当にお疲れ様でした。海外からコロコロ首相の変わる国と

いう印象を持たれている中、大変なことだったと思います。ただ様々な疑惑、問題点も抱え、

国民の気持ちを無視するような強行突破もいくつか見られました。あなたの在職期間が歴

代総理最長になることと、この国の政治がよくなることは全く無関係だと思います。（40 代

女性） 

 



辞任はもりかけ問題の天罰。（50 代男性） 

 

国民を全く無視している国民をバカにしているとしか思えない自分の保身しか考えて無い

（50 代男性） 

 

隠蔽、税金の無駄遣いシュレッター桜を、見る会本当のことが、知りたいです。（60 代女性） 

 

長期政権が首相退任を遅らせたと考えています。任期を守ってお辞めになればよかった。後

味が悪い幕引きである。（50 代男性） 

 

国会議員も国民の代表なので体調優れないのであれば議員もやめて下さい。（30 代男性） 

 

政権在任期間記録更新してからの辞任は、記録作るまでなんとか頑張ろう感があったので

はないかと思った変革を求めるならばトップの交代しかないと思う（40 代男性） 

 

２ヶ月も沈黙していて 8 月 24 日に検査を受けたこと。それを受けての辞任会見。悔しさを

前面に出して国民の同情に訴えました。野党の再編日程に合わせての退任。全て計算ずくの

電通スタッフの読みに舌を巻きました。実利を得ているのは彼らや官僚であって、彼らから

すれば表に立つ政治家なんてただの操り人形です。菅さんが立候補したのは、官僚に睨みを

利かせ不祥事を隠蔽し続けなければ自民党が吹き飛んでしまうからでしょう。焦りが伺え

ます自民党総裁選を持ち上げている主要メディアからは終焉の匂いがします。この様なこ

とをしているからネットに足元をすくわれるのです。特定の権力に寄り添い続ける事に危

機感は無いのでしょうか。情報源がテレビ新聞中心の世代と違う現代の若者を、軽く見ない

方が良いと思います。（60 代男性） 

 


