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1.菅首相の総裁選不出馬をどう受け止めますか 【その他】

解散に応じようとしなかった憲法違反行為をしておきながら、結局表集めに失敗して任期満了に伴い

辞職は失政内容通りそのままの無策。（仙台市青葉区、40代会社員女性） 

自民党の問題（仙台市青葉区、50 代公務員・団体職員男性） 

国民。党内の不人気を実感した（仙台市太白区、70 代以上無職男性） 

結局は党内の権力闘争（仙台市太白区、60 代会社経営者男性） 

当然だ（山形県飯豊町、60 代会社員男性） 

特に感情はない（仙台市太白区、30代会社員男性） 

安倍疑惑の放置は同犯者（70 代以上年金受給者男性） 

任期満了まで続けて出馬しないかたちが良かったと思う（50代自営業・自由業女性） 

なんとも言えない。コロナ禍で引き継いだ時期が悪かった!（宮城県名取市、60代契約・派遣社員、ア

ルバイト男性） 

妥当だ（30代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

二階下ろしを企んだら、逆にコロナ絡みの責任を取らされ出馬不可になったのだと思った。（宮城県利

府町、50 代主婦） 

『都合悪い＝解散』という責任回避とか問題先送りみたいな図式から離れられませんかね？（50 代無

回答男性） 

高市早苗氏の存在感が一層際立つので、私は評価したい。（宮城県白石市、20 代会社員男性） 

妥当だが理由が無責任（仙台市青葉区、50 代自営業・自由業男性） 

ここ数日の報道を見て、高い確率であると思っていました。（宮城県南三陸町、70 代以上非常勤特別職

公務員男性） 

元々適性でない（50代主婦） 

国民を振り回して悲しみを招いた張本人（仙台市青葉区、50代自営業・自由業男性） 

総理たる理念もなく、たまたま掴んだポストに恋々。前政権の負の遺産踏襲。（宮城県石巻市、70 代以

上無職男性） 

コロナ対策より総裁選に盛り上がる自民党の体質に憤る（60代無職女性） 

本人が決めたことなので、それはそれでいいと思います。（宮城県登米市、60 代契約・派遣社員、アル

バイト男性） 

当然だ（仙台市青葉区、40 代公務員・団体職員女性） 

あたりまえだ（宮城県登米市、40 代会社員男性） 

馬鹿馬鹿しい（仙台市太白区、50 代自営業・自由業男性） 

理不尽（滋賀県長浜市、70 代以上公務員・団体職員男性） 

当然（仙台市太白区、40 代主婦） 

よく頑張った！感謝（大阪市阿倍野区、50 代会社員女性） 

いいんじゃない、自分で決めたんやから。（宮城県石巻市、60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

票集めが出来ないというのが現実であることが分かる。（宮城県石巻市、60 代公務員・団体職員女性） 

党利党略以外の何物でもない（仙台市泉区、70 代以上会社員男性） 
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八方塞がりの末、苦渋の決断だろう（宮城県丸森町、70代以上無職男性） 

力量不足（60 代無職男性） 

当然（仙台市若林区、50 代会社員男性） 

当然の決断。ただ投げ出しただけ。（仙台市太白区、70 代以上主婦） 

無能で当たり前の結果（仙台市太白区、70 代以上無職男性） 

妥当だ（宮城県利府町、40 代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

2.次の首相に何を望みますか（複数回答可）【その他】 

自分の懐と立場ばかり考えないこと。（仙台市青葉区、40代会社員女性） 

国民の為に働いてくれる人に限る（宮城県多賀城市、40代主婦） 

人命を守るための努力が出来る人（50 代主婦） 

望みがない（宮城県多賀城市、50 代パート女性） 

透明性。分かりやすさ。（仙台市青葉区、50 代会社員男性） 

何をやってもコロナ任せの貧乏くじなので、それでガマンできる忍耐強さ。（仙台市太白区、40 代自営

業・自由業男性） 

望めるものがない。（仙台市青葉区、50 代公務員・団体職員男性） 

国民目線の政治（仙台市太白区、70代以上無職男性） 

コロナ対策（60代自営業・自由業男性） 

確実に民意を実行する（仙台市太白区、60 代会社経営者男性） 

知性（仙台市泉区、40 代主婦） 

賢さ（仙台市宮城野区、50 代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

コロナ禍では誰が首相になっても変わらない（仙台市青葉区、50代公務員・団体職員） 

国会を開くこと（仙台市泉区、30 代自営業・自由業女性） 

国民の声の尊重（20代学生女性） 

一般の国民の生活をしっかり理解できている人。普通の生活とは、そして貧困とは、LGBTQ等理解で

きている人を望む。（宮城県多賀城市、40代自営業・自由業女性） 

安定的な皇位継承問題を先延ばしにせず 傍系に移さず キチンと対応する強さを持つ人。（宮城県利府

町、50代主婦） 

党派争いの撤廃（50代男性） 

日本を愛しているかどうか。（宮城県白石市、20代会社員男性） 

しっかりと説明責任を果たすこと（仙台市宮城野区、20代会社員女性） 

国会を開いて自分の言葉で語ること（仙台市若林区、50代主婦） 

補償などの経済政策を含めた、コロナ対策。（兵庫県西宮市、40 代自営業・自由業男性） 

特化してでも良いので、何か国民が良い評価が出来る事を達成してほしい（仙台市宮城野区、40 代会

社員女性） 

コロナ対策、拉致問題解決、北方領土問題解決などしてくれる（仙台市泉区、20代会社員女性） 

なにも期待しない（宮城県石巻市、70 代以上無職男性） 

誠実さ（40代会社員男性） 
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誠実さ（40代公務員・団体職員男性） 

決断力（仙台市宮城野区、50 代パート女性） 

コロナ対策、民主主義（仙台市泉区、30代無職男性） 

国会議員の定数半分ぐらいに削減（仙台市太白区、40 代会社員男性） 

まともな政治家いるんですか。（仙台市泉区、70代以上無職男性） 

弱者に寄り添う姿勢（宮城県塩釜市、60代無職男性） 

望まない（宮城県塩釜市、50 代会社員女性） 

協調性、発信力（宮城県気仙沼市、40 代会社員男性） 

国民に寄り添った見識（仙台市青葉区、70 代以上無職男性） 

有言実行（仙台市太白区、40 代主婦） 

国民目線の政治（神奈川県茅ケ崎市、40代会社員女性） 

党内で戦う力（仙台市青葉区、50 代公務員・団体職員男性） 

カリスマ性（50代自営業・自由業男性） 

兎に角政治家は嘘をつく動物なんで、見破れない様な嘘をつきなさい。国民の事は考えてなくて、自分

だけの至福のために政治家になったとね。（宮城県石巻市、60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

日本の国益を重視し、中国・韓国・ロシアに対して毅然とした態度が取れること。（宮城県白石市、30

代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

国民の声を聞いてほしい（仙台市宮城野区、50 代主婦） 

公約有言実行（50 代会社員男性） 

実行力（宮城県柴田町、50 代会社員男性） 

何も無い（仙台市若林区、50 代会社員男性） 

国民の命を守ること（50 代主婦） 

国民、国にとって当たり前の政治（仙台市太白区、70 代以上無職男性） 

公明正大（40 代会社員女性） 

 

3.次の首相に期待する政策は何ですか（複数回答可）【その他】 

軍事費過去最大となっている現状をしっかりバイデン大統領と渡り合って交渉してもらいたい。（仙台

市青葉区、40 代会社員女性） 

国民への給付金や自営業への保障や各事業への給付（50代主婦） 

まともなコロナ対策（仙台市青葉区、50代公務員・団体職員男性） 

ガラス張り政治（仙台市太白区、70代以上無職男性） 

もりかけ問題の解決（仙台市太白区、60代会社経営者男性） 

日本語（仙台市太白区、40 代自営業・自由業男性） 

構造改革（仙台市泉区、40 代主婦） 

全部（宮城県栗原市、50 代会社員男性） 

大蔵大臣の麻生太郎を替えろ。（60 代自営業・自由業男性） 

皇室典範の改正＝次の天皇からは直系長子とする（宮城県利府町、50代主婦） 
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今まで放置してた問題解決全て（50代無回答男性） 

支那へのウイグル救済法案可決に意欲的かどうか。（宮城県白石市、20代会社員男性） 

コロナ対策も、国民に強く(罰則）も含む対策を。緊急事態宣言も名前ばかりのもののようである。（宮

城県南三陸町、70 代以上非常勤特別職公務員男性） 

拉致問題、北方領土問題解決など（仙台市泉区、20 代会社員女性） 

国民目線の政策（宮城県大崎市、50代自営業・自由業女性） 

無理とは思うが、国民の生命、安全第一の政治を望む。（宮城県石巻市、70 代以上無職男性） 

学生の学校生活をより良くする政策。（10代学生男性） 

憲法をまもる（40 代公務員・団体職員男性） 

何ができるんですかね。（仙台市泉区、70代以上無職男性） 

消費税引き下げ（宮城県塩釜市、60代無職男性） 

全てにおいて対策が必要（宮城県登米市、40代会社員男性） 

労働者派遣法の撤廃（仙台市青葉区、50代公務員・団体職員男性） 

全て！でもそれは無理なんで、要人に立つ人を賢く選べば良いかもの？兎に角皆さんで良い国を作る

努力をしてちょうだいませ。（宮城県石巻市、60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

すべてのバランスと正義感（宮城県石巻市、60 代公務員・団体職員女性） 

教育や学術研究にも力を入れて欲しい（静岡市葵区、30代会社員男性） 

行政改革（宮城県白石市、30 代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

韓国への塩対応継続（50 代会社員男性） 

上記全て（仙台市太白区、70 代以上無職男性） 

アフガン残留者救出（仙台市青葉区、50代会社員男性） 

 

4.次の自民党総裁にふさわしいのは誰ですか【その他】 

よくわかりません（20 代会社員女性） 

林芳正（仙台市泉区、60 代会社員男性） 

誰にも期待していない（仙台市青葉区、50 代公務員・団体職員男性） 

いままで相応しい人を見たことないからわからない（仙台市宮城野区、50 代契約・派遣社員、アルバ

イト女性） 

豊田章男（仙台市太白区、70 代以上会社役員、事業家男性） 

安部さん、小泉さん、下村さん以外（仙台市青葉区、50代専門職女性） 

岸田文雄（70 代以上無職男性） 

わからない 誰がなっても変わらない気がする（横浜市旭区、30 代主婦） 

いるのなら教えてほしいくらい（仙台市宮城野区、40 代会社員女性） 

現在の連立与党にはいない（50代会社員男性） 

桜井充（仙台市青葉区、40 代会社員男性） 

まだ方針も分からないので決められない（30代就職活動中） 

今の政治家にカリスマ性のある人がいないので、この人！という人はいないのですが、強いて言えば岸
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田さん。（仙台市太白区、40 代主婦） 

名前が挙がっている人以外（仙台市太白区、40 代会社員男性） 

分からん！（宮城県石巻市、60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

が理想だが、安倍氏が立候補しないなら。（宮城県白石市、30代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

分からない（仙台市宮城野区、50 代主婦） 

問題をうやむやにせず、国民に向けてきちんと説明ができる人。（仙台市太白区、60 代無職女性） 

 

11.その他、自由にご記入ください【その他】 

数年前から他党の揚げ足取りばかりの発言にうんざり。 総裁選も派閥争い的な事ばかり。粗探しして

る暇があったら、もっと国民 1 人 1人に寄り添う政治をして頂きたい。（山形市、40 代会社員女性） 

石破茂立つべし！！（仙台市若林区、60代自営業・自由業男性） 

金、利害ではなく、自身の哲学、理念で筋の通った政治を行う首相が望まれる。（仙台市宮城野区、30

代会社員女性） 

子どもたちのかけがえのない時間、経験、思い出、希望を最優先に考えて欲しい。未来を作る人材を、

私利私欲を捨てて今の大人が守るべき！（仙台市青葉区、50代公務員・団体職員女性） 

カリスマ性が少し足りなかった！ ただ、総理になった時期がよく無かった。コロナ等の意味合いで

（仙台市宮城野区、40 代会社員男性） 

国民のための政治。透明性の担保（宮城県富谷市、70 代以上自営業・自由業男性） 

国全体コロナの終息に力を尽くして欲しい（宮城県利府町、60 代会社員女性） 

誰がなるにしても表裏の無い、透明性のある、政府を作って頂きたい。（宮城県白石市、60 代無職男性） 

次の衆議院選挙、必ず投票に行きます。誰に投票するかはじっくり考えます。（仙台市泉区、40代会社

員女性） 

自民党は滅んで欲しい（宮城県多賀城市、40代主婦） 

菅首相の下で、総選挙して欲しかった。他の首相では、野党の議席増は期待するほど、望めないと思う。

（仙台市泉区、70 代以上無職男性） 

石破茂は、首相にふさわしくない。（宮城県大崎市、60 代無職男性） 

現在、緊急事態宣言の繰り返しだけで、何も変わらないので、とにかくコロナ対策をきちんと考えてく

れる方なら、誰でもいいとおもう（宮城県多賀城市、50代パート女性） 

コロナ禍で､オリンピック､パラリンピック等重責の中､課題は山積ではあるものの､まずはお疲れ様で

したと言いたいです｡（宮城県栗原市、20代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

とにかく菅首相にはもっと早く決断して欲しかった。全てが後手後手です。（仙台市泉区、60代会社員

男性） 

正直、菅総理に代わって泥を被りながら遮二無二進もうという人材はそう多くない。野球でも希望を持

てない状況だが誰かが投げなければいけない時はあり、ベテラン投手がしっかり後を締めるのも大事な

仕事であって、今後スターになりたいような新人総理に任せていい仕事ではない。これを最後の仕事と

心得て覚悟を決めてくれるならば、安倍晋三氏へ全てを託したい。（仙台市太白区、40 代自営業・自由業

男性） 
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現在、未知のコロナ対策に完璧に対応できる総理はいないでしょう。交代をする頃には改善傾向が見え

そうです。（福島市、70代以上無職男性） 

菅氏は日本のトップになる器では無かった。次は総理としての資質のある人を総理に。（仙台市青葉区、

70 代以上無職男性） 

野党にも与党にも期待するものはないが、民意がまともに反映する政治 行政になってもらいたい。（仙

台市青葉区、50代公務員・団体職員男性） 

辞任の決断が惜しすぎた。総裁選を前倒しでやるべきだった。この政治空白の無力感をどのように解決

するのか？今日の不出馬は無責任に見える。情報発信が下手な菅総理でしたネ。（60代自営業・自由業男

性） 

安部前総理から、嘘だらけ、ごまかしだらけの内閣で自分では、コロナ対策ができず、また体調不良を

理由にあっさり辞めて、菅総理に押し付けたが、菅総理は総理の器ではなかった。安部のずるさを守って

いた菅総理に天罰がきたと思う。二階も麻生も安部も議員を辞めて欲しい。（北海道新得町、70 代以上主

婦） 

皆、選挙の勝利の為に首を垂れ、議員の長だけを矢面にたたせる腐った税金泥棒達。菅首相は、安倍晋

三さんの盾として獅子奮迅の戦いをしてきたのに、菅首相には盾が無い！ コロナ対策にしても、言う

事を聞かない国民ばかりだから、もう嫌になって当然。日本国民と自民党は菅首相に捨てられたんだよ

（宮城県丸森町、50代会社員女性） 

当面コロナ対策をお願いします。（仙台市泉区、70 代以上無職男性） 

政治にウソ、隠し事が多い。（仙台市太白区、60代会社経営者男性） 

本当に日本は大丈夫か？不安しかない 今の子供たちに君たちの未来は明るいと言える大人はいるの

か（仙台市太白区、60 代主婦） 

平和で希望がもてる日本、世界から愛される日本をつくってください。（宮城県栗原市、70代以上主婦） 

主にコロナについて。コロナ禍での政権運営は非常に大変かと思う。国民は何かにつけて政策のせいに

しがちだが、果たして国民側に問題がないと言えるだろうか。確かに一部資質のない議員もいるが、非国

民な振る舞いをする国民も一定数いる。何でも国任せにせず、国民一人ひとりが責任感を持って行動し

なければ、コロナに打ち勝つことはできないと考える。（仙台市太白区、40 代公務員・団体職員） 

今後の選挙に自民党は絶対入れない。これまで何となく自民党に入れていた結果が今の日本にしてし

まい責任は重く後悔している（仙台市若林区、60代主婦） 

このコロナ禍で大変な時に人事だとか自分たちのことしか考えていない自民党に腹がたちます。今は、

オリパラもせずにコロナ対応に専念してほしかった。オリパラの結果が今のこの感染爆発にあると思い

ます。宮城県もしかり、有人観戦の結果が今の緊急事態宣言にでています。衆議院選挙も県知事選挙もし

っかり政策をみてから投票に行きます。（宮城県名取市、50 代主婦） 

無責任なやり方です。でも自民党らしいです。誰が変わっても同じだと思いますが、政局頑張って楽し

くて暮らせる世の中にして欲しい（仙台市青葉区、70 代以上主婦） 

約一年前、出馬する事は無理があったように思う。年齢からいって、所詮無理な話しでここは、若い世

代に任せたほうがコロナ対策に於いてもこんな結果にはならなかったと思う。これは結果論ですが、岸

田氏又は石破氏に譲っていればコロナの爆発的流行は無かったと思われる。緊急事態宣言が、延長延長

と結果につながらない。（山形県飯豊町、60 代会社員男性） 
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コロナ対策をすると言って辞めるなんて、今まで何をしてきたのかと思う。それならまずは国会を開い

てほしいです！ 史上最低最悪の総理でした。（50 代自営業・自由業女性） 

自民総裁に立候補するときは素晴らしい事ばかり公約するけれど、結局誰がなっても今は変わらない

様な気がする（仙台市若林区、50 代主婦） 

与党より今の野党にはがっかりします。全体的にどの様な対策をとれば良いか与党よりはっきりしな

い。（宮城県村田町、70代以上主夫） 

菅さんの今回の件は、幹事長を下ろす、なにか条件を出されての事だと思うが、まっ、次期首相に期待

したいものです。（50代自営業・自由業男性） 

誰がやっても同じだと思うけれど、石巻で津波に流されて、父親と 2 人ご先祖さまのお墓の上に車が

乗っかって、またその脇には、前の年に亡くなった母親の塔婆が 1 枚脇にあったので、ご先祖さまには

大変感謝しています。その時に逃げた政権は、当時の菅総理の民主党で、安住は何もやらなかった。（1人

を除く他の宮城県の国会議員）（言い方は違うけど今回は菅（すが）ですね）。その時に、一生懸命働いて

いた議員が、残念ながら小野寺五典だけだった。なので、総理大臣とまでは言わないけれど、党の縦陣で

いて貰いたいと思っています。これもまた残念ながら、石巻では彼に投票することができないのが悔し

く思います。（宮城県石巻市、60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

安倍菅政権で続いた政治家、官僚の不祥事、疑惑。その釈明、説明が聞くに耐えない。ご飯論法がその

代表。内閣が官僚の人事を司るのは改めた方が良い。（仙台市太白区、40代自営業・自由業男性） 

政権与党自民党の改革を望みます。そのために安倍前総裁、麻生副総理に頼らない政治の実現を強く希

望します。野党の姿勢は全く共感できません。野党の力の無さが今の日本の混乱の一因であること、各党

首にはしっかり認識してほしいです。特に立憲と共産の共闘って理解できません。与党野党とも、国民は

あなた達が思うほど馬鹿ではないことにそろそろ気づいたらどうなのでしょうか？ 菅さんは、支持は

しないけど、心からお疲れさまでした、と言いたいです。（仙台市泉区、60 代自営業・自由業女性） 

こういうアンケートの時、必ず力をいれて欲しい事として「景気対策」「年金・医療」等という選択肢

が出されますが、これらをピンポイントで対策すれば国が良くなるレベルを越えていると感じます。森

友加計や東北新社の疑惑を明らかにせず貴重な時間を費やし、国会招致にも応じない自民党に政権を握

って欲しくないです。（仙台市泉区、40 代主婦） 

リーダーシップに優れ、即決即断の出来る方が良いと思います。（仙台市宮城野区、50 代会社員女性） 

コロナ対策、アフガニスタン邦人退避も不満が残るものでした。国と国民のために働く強いリーダーシ

ップと判断力のある方を望みます。（50 代自営業・自由業女性） 

国民の方を向いてくれ（宮城県女川町、50 代会社員男性） 

菅首相は困難な時期によくやっていると思います。コロナの感染状況も国民の協力もあり比較的に低

く抑えています。強いリーダーシップや統制を強めればもっとよくなるかもしれませんがわが国は戦後、

新憲法により中国のような覇権主義とは訣別したのです。誰がトップになっても各方面からの批判や反

対運動に直面して物事の進みは遅いままだと思います。しかしこの欠点は日本国憲法下における民主主

義のコストと割り切っていくしか無いと思います。（仙台市宮城野区、60 代無職男性） 

菅さんはリーダーシップという視点から考えると組織のトップとして陣頭指揮を取るより二番手三番

手の裏方としてトップの方を支える立場の方が能力を発揮できるタイプと思っていました。今回の決断

は正しかったのではないかと思います（仙台市青葉区、50 代主婦） 
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とにかくだらしがない  小バカくさい。あべもすがもおら知らねー辞任（仙台市宮城野区、50代契約・

派遣社員、アルバイト女性） 

「安心・安全」等同じフレーズの繰り返しばかりで、具体策がよく分からない。IR 反対派を支援する

など、政策・理念を貫こうとする姿勢が感じられない。（茨城県東海村、50 代公務員・団体職員男性） 

政治屋さんからは、適任者でてきません。総理大臣は国民が直接選挙で選べる様にするべきです。事業

家や著名人から立候補可能にすべき。（仙台市太白区、70代以上会社役員、事業家男性） 

安倍政権からの隠蔽工作しないで欲しい。（仙台市宮城野区、60 代主婦） 

政治に対して希望を抱けない。結局消去法での選択です。（20代学生男性） 

国会を開いていない状況は憲法違反であるのに、頑なに開かないこの現状のおかしさ、なによりも東北

に住んでいる者として、コロナ禍で開いた「復興五輪」が一番、許せなかった。河北新報も、オリンピッ

クの開催期間は購読をやめました。震災の問題を丁寧に取材し続けている新聞としてずっと購読してい

ましたが、オリンピックという問題の本質から目を逸らす報道は、読むのに耐えられなかった。菅首相の

会見では、官房長官時代の表に出ていなかったひどい姿を、会見を通してまざまざと見せつけられた。ど

うして私たちはこのような人物を国のトップに置いているのか。これまでの自民党議員の発言、思想、全

てに怒りを持っています。国民はあらためて、現在の自民党がどういう党になっているのかよく見直し

て欲しい。（仙台市泉区、30 代自営業・自由業女性） 

安倍総理の尻拭いで終わったという印象で気の毒な気もするが、当初のイメージで期待していただけ

に残念だ。結局誰が総理になっても、更に上の人間に忖度し国民の事は二の次なのでは。（30代会社員女

性） 

菅さんは裏方で力を発揮する方だという事がこの 1 年で分かった気がします。彼が任命した大臣は不

祥事もあまりなかったと思いますし。でも、他人の心をつかむようなアピールの仕方はヘタでした。（仙

台市宮城野区、40 代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

公明党との連立を解消し、日本の安全保障をしっかりと考えていただきたい。（60 代自営業・自由業男

性） 

今の政治は政治に興味がある人にしか分からない。私が子供の頃と何も変わっていない。若い人が関心

を持ち参加していくにはリーダーシップがあり簡潔に自分の言葉や行動で説明が出来る人でないといけ

ない。これまでのやり方ではいけない。（40 代会社員女性） 

トップの席に付く人は説得力を持っていなければ駄目。（仙台市宮城野区、70 代以上無職男性） 

菅さんはコロナ禍による人流抑制策と経済対策の相反する舵取りを実直に行なってきたと思う。脱炭

素にむけた方向性も示し、決して華やかでもなく国民に訴えかける総理ではなかったが清く耐え忍んだ

総理だと思う。（50 代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

菅さんなりに頑張ったと思うが、オリンピックとコロナ対策が一番大きな問題だった。残念ながら先を

よむ力不足かな？（宮城県石巻市、50 代無職女性） 

コロナ対策の遅れについて批判は多いが、首相一人の責任ではないと思う。批判だけの野党。危機意識

の薄い厚生労働省、何かというと国の責任にする地方自治体。自分たちの権利を守ること中心の日本医

師会。今頃になって野戦病院？感染者数と重症者数ばかりを垂れ流すマスコミ。この 1 年間なにをして

きたのかと思う。ワクチン確保して、そこそこの接種状況になったのはそれなりに菅首相が頑張ったか

らと思う？（仙台市青葉区、60代公務員・団体職員男性） 
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今回の内閣は、失政続きで、国民の命を軽んじている。また、アフガンの邦人等退避も失敗し、各々責

任のなすりあい。もっと広い視野を持った議員が出てくることをのぞむ。『･･･チルドレン』はいらない。

税金の無駄遣いでしかない。（60 代無職男性） 

今の国会議員は私利私欲の人ばかり。本当に国家、国民の事を考えられる議員はいないのだろうか。

（仙台市太白区、70代以上主婦） 

皇位継承問題等について。暫定(仮)であるにも関わらず  次の天皇は 秋篠宮さまだと 政府もマスコ

ミも国民に刷り込ませ騙しているのが許せない。秋篠宮さまは、皇太子ではないし、皇太弟の称号を拒否

している。直系の皇子がおられるのに 傍系に皇統を移すべきではない。マコさんの結婚のゴタゴタで、

秋篠宮さまに、天皇としての資質はない。更には日本の象徴として相応しくないと、ほとんどの国民は理

解したのではなかろうか？ 典範改正実現のため  日本の未来のため 象徴としての天皇制を確実に紡い

でいくため、しっかり働く 気骨のある政治家は現れないものかと期待しているが。（宮城県利府町、50

代主婦） 

高市早苗氏以外は有り得ません、以上。（宮城県白石市、20 代会社員男性） 

議員総数削減などの政策をださないで自分の給料が第一なんだと思うから（40 代契約・派遣社員、ア

ルバイト女性） 

駄目になったこの国を、心から元気づけてくれる強いリーダーシップを持つ若くて優秀な人物の到来

を切に望みます。（仙台市宮城野区、50 代会社員男性） 

大阪府知事のような若くて実行力のある人たちに国を任せたいです。自民党は年寄りばかりで、時代の

スピードに対応できなかったし、これからもできないと思います。（宮城県富谷市、50 代契約・派遣社員、

アルバイト女性） 

森友の問題、桜を見る……をハッキリして（神奈川県大和市、70代以上無職男性） 

安倍前首相が長期的に安定な政権を担った後という難しいタイミングで首相になり、コロナ禍という

こともあって政権運営は大変だったと思う。菅首相は十分よくやったと思うが、やはりリーダーより裏

方の方が実力を発揮できていると感じた。（20代学生女性） 

コロナ拡散は専門有識者によって 1 年以上前から行政に警戒サインを出していたにも関わらず、策を

とらせず、目先の利益ばかりを追った結果だと思われる。今、日本がどのように舵をとるべきか、慎重に

かつ、迅速に動く政党がほしいし、地球生命に優しい国をつまり世界と協調できる国を目指すべき。大人

のそんな姿を見せることが次世代に繋がると確信致します。（宮城県多賀城市、50代会社員女性） 

安倍政権のあまりにもひどい政権私物化を菅さんが引き継いだのだから短命政権が終了したのは当然

です。石破待望論があり、石破さんには是非総理となり、この困難を乗り越えて頂きたい。議員各位をは

じめ派閥総出で国民のために奮闘を切に望みます。（宮城県亘理町、60代自営業・自由業男性） 

菅さんは 1 番になる人ではない。官房長官だったから良かったのだ。今の政治家は皆同レベル。河野

さんも前は良かったが最近はダメだ。小泉進次郎も何考えているかわからない。池上彰にやってもらう

か⁉︎（宮城県角田市、50代会社員男性） 

総裁選びは、派閥の数の論理で無く、人なり 政策の論争の結果で。何時迄も「永田町の論理」では国

民の支持は得られず、党員の減少にもつながる。今回 岸田の党役員の任期、1 年、3 期は ?だが全体

として評価する。二階氏退任で少しは風通しが良くなるかも。ほんの少し希望が見える気がする。（宮城

県南三陸町、70代以上非常勤特別職公務員男性） 
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先進国の日本がワクチン開発の遅さと買い付けに負けている。ゴタゴタの自民党に対して野党のだら

しなさが目立つ。（60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

今回の菅総理の辞職は、暗躍する自民党内部の古参幹部からの策謀で起きた事だと思います。またま

た、自民党、日本会議の誰が描いたストリーなのか？（仙台市宮城野区、70 代以上無職男性） 

政権と癒着し擁護し続けた記者クラブ在籍の政治部記者には猛省を促したい。彼等の報道も政権同様、

信頼できない。（兵庫県西宮市、40 代自営業・自由業男性） 

菅さんお疲れ様でした。と言いたいです。このコロナの最中大変だったと思います。もう辞意の意思に

なったのなら、後は追わず次の総裁を… 安倍さんは大変な時に辞め菅さんがまた大変な時期をやりこ

なして頂いたと思います。菅さんお疲れ様でした。（仙台市宮城野区、40 代自営業・自由業女性） 

立憲に期待したい気持ちはあるが、震災時の対応や政権政党であった時のマニフェストが絵空事だっ

た過去を考えると、到底この国の舵取りは任せられない。甚だ残念。（50代公務員・団体職員男性） 

国民向けの会見の時もっと感情を込めつつ、原稿をなぞるだけではない発言をできる人物で、二階氏の

ような旧態依然の権力に臆することのない人物がなってほしい（宮城県名取市、20 代学生男性） 

中国による人権侵害や、海洋進出等、もっと他国と連携して対応して欲しい。中国から他国や日本への

回帰等にももっと補助をするなどして、リスク回避と対中国に距離を置く政治をして欲しい。尖閣の問

題は更に強い行動を望みます。このままでは、台湾も我が国も香港の様にならないとも限らない。毅然と

した態度の総理大臣を期待します。（仙台市青葉区、60 代会社員男性） 

誰も何かあったとき責任を取りたくないから人任せにしている。文句を言う人いるけど結局自分では

行動しない。インターネットが普及し、いいことも悪いこともすぐ拡散される。与党も野党もコミュニケ

ーションをとって、どうしたら国民が生活しやすくなるか考えてほしい。（宮城県登米市、40代公務員・

団体職員女性） 

北朝鮮との拉致問題早急に解決などまだまだロシアとの関係で北方領土問題解決などしてほしいし、

コロナ対策や医療機関との連携を補う人を総理大臣にしてほしい。（仙台市泉区、20 代会社員女性） 

国民に政局のタイムロスを押し付けない。コロナ対策は、超党派の考え方が重要。野党の、批判オンリ

ーの姿勢はいかがなもんか 異常事態の今、国民が一体になること大事、自民党総裁は強烈なリーダー

シップをもって望んでほしいものだ。野党に望むことはない、コロナの沈静化国民の命を守るべく、また

経済の早期復興に不眠不休で対処してほしいものです。スムースな有言実行ということでしょうか（仙

台市青葉区、70代以上無職男性） 

安倍の片腕からコロナ禍の中の安倍晋三の尻拭い的でしたね。（仙台市太白区、60 代契約・派遣社員、

アルバイト男性） 

政治家の人数を半分にしても良いと思う。（宮城県富谷市、60代自営業・自由業男性） 

菅さんが就任当初おっしゃっていた、国民がおかしいと思っていることをどんどん改めていきたい、あ

の言葉は、どうなったのでしょうか。いまの菅さんは聴く耳持たずの筆頭ですよね。（仙台市青葉区、60

代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

まだまだ混乱する世の中で、行政に対する不信感やこじつけで批判するような人が多い。しかし、私は

1 人の学生として誰が首相になっても、何か問題等が起きない限り応援する気持ちでいる。（10 代学生男

性） 

辞任した前総理のような人物を二度と持ち上げないでほしい。（40代会社員男性） 
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政治家は都合が悪くなったら逃げられる職業だということが、ここ数年でよくわかった。（仙台市青葉

区、30代会社員男性） 

誰が出てこようと、国民の生命を省みず、保身と体面と意地しか考えない集団が与党になる限り、更な

る闇が深まるだけ。（50代会社員男性） 

菅さんは頑張ったと思うが、コロナにオリンピックにとタイミングが悪すぎた。（仙台市青葉区、40代

公務員・団体職員男性） 

オリンピックパラリンピックが終われば菅さんは辞めると思っていた。国民の命と健康など考えては

いない歴史に名を残したいだけだ。（50 代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

安倍氏と菅氏は国民の声を無視して来た。開かれた政治活動をしてほしい。（宮城県角田市、60 代無職

男性） 

首相は国民投票にするべきだ（40 代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

今の政府以上に野党には期待出来ませんが、これだけ日本中がコロナ禍で大変な今は派閥など政党な

ど利権や足の引っ張りあいなど止めて、とりあえずの一致団結くらいして欲しいですね。もっと先を見

据えて動いてくれる方が選ばれるのを期待します。（仙台市宮城野区、50 代主婦） 

コロナ対策について、きちんと専門家の意見を尊重し、先を正確に予測し、決断、実行し、この感染拡

大を止めてほしい（仙台市宮城野区、50代パート女性） 

これ以上国力低下をさせないまともな首相を選んでほしい。（宮城県塩釜市、60 代無職男性） 

立憲民主党と日本共産党は即刻議員辞職するべきだ。（10 代学生男性） 

何か有れば辞める。辞めるのを待っている野党。小学生、中学生レベルの政治家達、今やるべきことが

違う。今時の小中学生でも足引っ張りはしなくなりましたよ。 ほんとうに高みの見物、、、操船出来ない

船頭が多過ぎる。その内選挙投票もみんなしなくなりますね。仙台市長選の様に。自信を持って送り出せ

る政治家が残念ながら今はいない。（宮城県多賀城市、60代自営業・自由業男性） 

与野党議員がコロナ禍と経済をしっかりやって欲しい、与党、野党と言っている今は場合では無い、自

民党、公明党にはうんざりしている、野党が政権取っても変わりは無いと思う、何故なら一生懸命に働い

ている国会議員が目に見えない、次回衆議院選挙だけに、与野党議員頑張っている、情け無い衆議院、参

議院の議員の皆様、72 歳菅総理は口下手、説明不足国民に！でも一生懸命働いたのは認めます、与野党

国会議員の皆様自分達の立場だけ大事にしないで、選挙の時だけのお願い議員は要らない人、先ずはこ

の国難を与野党一丸となって政治をしてください、国会議員の皆様それがあなた方の 1 番の仕事です、

選挙が仕事では無い事を肝に命じて下さい、又衆議院議員参議院議員そんなに議員数必要なのか？疑問

です、国会議員も定年制、など考える時期だとも思います（宮城県大和町、60 代自営業・自由業男性） 

もう大統領制度にしてほしい。こんなジジィ共のために国民は死に増税ありき。 今の子供達が税金ば

かりとられる。日本は税金取られた分国民に対しての見返りは少ない。国会議員が多すぎる。（仙台市太

白区、40 代会社員男性） 

国民不在の自民党内の支離滅裂な私利私欲に基づいた権力闘争にはヘキヘキしています。感動的なパ

ラリンピックのアスリートパフォーマンスを見る度、政権に対し何の反対意見、批判が言えない努力の

しない真逆の自公議員には、国会の場に立つ資格は有りません。また、マスメディアは、政権側の意図的

発言に右往左往した論評に終始し、TVでは様々なコメンテーターが物知り顔で尤もらしく推測話を垂れ

流し、恥ずかしいとも思って居ない。さらに、マスメディアには、パラリンピック、組織委員会経費、コ
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ロナ対策費等の予算編成と、その執行状況、結果を政権与党に(権力)忖度せず追求して欲しいものです。

特に、御社の報道理念、紙面編集内容は常に中央紙(朝日-読売新聞)と比べ忖度せずバランスが取れた報

道と分かり易い表現で紙面作りに努力されて居る事が対比して分かります！ 之からも多方面からの圧

力、横槍にも負けない報道に期待し希望しています。（70 代以上無職） 

若手の顔が見えない。社会一般の退職年齢を超えた人が跋扈している日本政界に未来は見えない（宮城

県塩釜市、70 代以上無職男性） 

指導力。政治家、国会議員に馬鹿が多いので削減。本当の政治家、国会議員が必要な時代と思う。メデ

ィアはもっと厳しく政治家を観て欲しいと思う（仙台市青葉区、70 代以上会社員男性） 

とにかく、なりふり構わずコロナ対策を徹底して欲しい。経済対策は収束してからでよい（仙台市宮城

野区、50 代公務員・団体職員男性） 

今、総裁選なんかやってる場合じゃないと思う…。（仙台市太白区、40代主婦） 

コロナ禍では誰がやっても、悪評しかないだろうけど。国のリーダーは言葉に力のある人が好ましい。

（40 代会社役員男性） 

結局は再選見込みがないための辞任    誰が選ばれようと大きな変化 改革に期待は出来ない。（宮城

県栗原市、50 代会社役員男性） 

民意を大事にできる人に政治をしてもらいたい。菅総理はオリンピック開催や、コロナ対策などで民意

を無視した政治を行ったから。（仙台市青葉区、40 代主婦） 

議員の男女格差是正に取り組まない政党は支持できない。（宮城県塩釜市、50 代会社員男性） 

菅首相は情勢分析を間違えたのでは（70代以上無職男性） 

コロナ禍の中臨時国会を開かないという明らかな憲法違反をする自民党政権。政権交代を強く望みま

す。森友・加計問題、桜を見る会、全ての不正が明らかにされることも。メディアの報道姿勢にも不満で

す。何かにつけて「野党が反発」と書くけれど、明らかにおかしい事を行っているのは政権与党の自民党

です。問題をぼかさないで欲しい。今の状況に対するメディアの責任はとても大きい。（50代主婦） 

無能な政治家に多額の税金。（仙台市泉区、70代以上無職男性） 

野党政権になったら、今以上に、不安が残る。コロナ対策の約束，対応が国民に届いていない。それが

現状です。（宮城県気仙沼市、60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

今回のコロナで世界と日本の対応力の差が明確になったと思います。その中で菅総理はよくやった方

なのでしょう。じゃあ次誰？と問われると誰もいない、どうせ一緒と無気力になります。なんなのか言葉

が浮かばない。心ではなんとなくわかっているのですが。すみません。（仙台市宮城野区、40 代会社員女

性） 

総裁選よりも国会を開いて、やらなければいけない事が山ほどあるのでは？自分たちの事より国民の

事を考えてほしい。（仙台市青葉区、50 代主婦） 

議員はとどのつまりは自分の地位ばかりに目の色変えてあきれかえりあなた方の就職活動のために選

挙しているんじゃないです。野党も反対反対ばかりで対案もなく相手を攻撃するだけで興醒めです（仙

台市青葉区、70代以上主婦） 

安倍前首相（仙台市太白区、70代以上契約・派遣社員、アルバイト男性） 

かつてのように、頻繁に首相が交代するのは外交上好ましくないと思うので、次の総理は安定的に務め

て欲しい。マスコミも過剰な政権叩きは日本を貶める行為であることを自覚してほしい（仙台市青葉区、
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40 代公務員・団体職員男性） 

菅総理は官房長官の時はよかったが総理という器ではなかったと思う。総理になって顔つきが別人と

いうほど変わったと思う。気の毒だけど交代は仕方ないと思う。（仙台市青葉区、50 代契約・派遣社員、

アルバイト女性） 

派閥に関係なく、自主投票で決めてほしい。（宮城県大崎市、50 代自営業・自由業男性） 

安倍が全部悪い（宮城県亘理町、60代無職男性） 

とにかく自民党政権はたくさんだ。世の中変わってほしい。国は黙っていても８割は官僚で動く。野党

に任せてもいいんじゃない。１０年に一回は！（仙台市宮城野区、60代無職男性） 

総理不出馬は自民・公明政権の破綻の象徴だろう。この 10 年の腐敗と強権政治を変えなければ庶民の

生活は守れないと強く思う。TVでは志位さんの発言が一番まともなので国政運営をやらせてみたい。（宮

城県塩釜市、60代無職男性） 

自民党には、明るい社会を目指して欲しい（宮城県白石市、20 代会社員男性） 

国民の生活を考えている（宮城県富谷市、50代会社員女性） 

8 年の自民党政権下で起きた事、もりとも、かけ、さくら、かわい、等々権力を傘になに一つ説明責任

を果たさず、コロナ感染対策が失敗すると敵前逃亡し国民を蔑ろにする。もう一度自民党は野党になり

立て直しが必要ではないのか！（宮城県美里町、70 代以上自営業・自由業男性） 

政策にコロナを優先するならば政治家の皆様は一致団結するべき。未知のウィルスとの戦いなので試

行錯誤するのは当たり前。批判ばかりはやめてほしい。（宮城県塩釜市、50 代会社員女性） 

管総理は棚ぼたで得たもの、後は御意見番で動けば良いのでは。新総理は中国、北朝鮮、アメリカと対

等に交渉出来る！が必須！ 反対ばかりの今の野党が続く限り、自民党政権はやむを得ない。国会議員

として積極的に前向き議案を出してほしい。活動してほしい。（宮城県石巻市、70 代以上農林漁業男性） 

菅さんお疲れ様でした。体調に気をつけて頂き、最後まで全力でやり切って頂きたいです。（福島市、

50 代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

総裁＝首相、この指名制度は時代遅れ。全く民意が反映されない（宮城県気仙沼市、40 代会社員男性） 

国民全体が政治に関心を持つような分かりやすい政策を掲げられる人が出でくることに期待する。（仙

台市泉区、40 代公務員・団体職員男性） 

菅総理大臣、お疲れ様でした。（宮城県加美町、50 代会社員男性） 

菅総理は大変な時期に総理大臣になり火中の栗を拾う為に 72歳でここまでやれた、コロナ対策に追わ

れる日々、歴代総理大臣ではこんな時期無かったと思う、1 番ひどい時に総理大臣なった、他の方々は？

マジに総理大臣になりたかったのか？一年前？今は国民の為にじゃなくて自分達議員の選挙の為の与野

党議員達、誰が？どの政党がなっても変わらない日本かな？期待はしないけど国民の為に働いてくれる

国会議員になってください、あなた達はコロナ禍でも今は 1 番安定した収入が有るのですよ、国民の税

金で暮らしているのを是非是非忘れずに政治をしてください（宮城県大和町、60 代契約・派遣社員、ア

ルバイト男性） 

自民党の活性化と立憲民主党の発信力強化（仙台市青葉区、70 代以上無職男性） 

頭をすり替え、菅さんに責任を負わせる自民党の体質は変わらない。菅で勝てないと不満を言う自民党

議員は何をしたのか。国民目線では権力者にゴマすり議員しかいないように見える。自民党には投票し

ない。（仙台市青葉区、50 代公務員・団体職員男性） 
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菅総理は慎重過ぎたがコツコツ仕事はしていたと思う。この時勢不要不急の外出を呼び掛けているの

に、ロケと言いながら観光旅行するテレビ局番組、隠れて飲み会する輩などのせいで努力が霞んでしま

ったイメージ。（30 代就職活動中） 

菅首相は大変な時に首相になりコロナという問題に頑張って下さったと思う。私達には想像もつかな

い心労があったと思います。震災、コロナ対策に途中で終わってしまうのは残念ですが決断をされたな

ら仕方ない誰が首相になっても変わらないと思うが期待をしたいです。（50 代公務員・団体職員女性） 

河北新報嫌い（仙台市宮城野区、40代会社員男性） 

河北新報は、頑張って国民、県民の声を掬い上げていると思う。夕刊も取っているが、記事は概ね価値

が高く、有意義、面白い。今後とも頑張って（仙台市青葉区、70代以上無職男性） 

菅総理は総理の器にあらず、全てに無理が有った、岸田総理に期待しましょう。（仙台市泉区、70 代以

上無職男性） 

自分の身体を決めるのは、首相とはいえ誰にでもあること。それに対しては、尊重してあげることも必

要だと思います。大切なのは、それを引き継いだ人が、その後をしっかりやることだと思います。（宮城

県登米市、60 代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

もはや年寄りの男性が、自民党総裁になる時代は古いと思う。次期総裁及び内閣総理大臣には、ぜひ女

性に、というより、野田聖子氏か高市早苗氏がなると面白いと思う。（仙台市青葉区、40 代会社員男性） 

次の総裁は、自己の利益ではなく、国民のことを本気で考え、力強いリーダーシップをもって、国民が

納得できるような政策を打ち出していって欲しいと強く願います。（仙台市青葉区、40 代公務員・団体職

員女性） 

初の女性首相誕生に期待したいが、この難局を乗り越えるのは荷が重いか。ま、男性が首相になっても

大差はないか（仙台市青葉区、50 代会社員男性） 

菅首相はコロナで大変な時期に、ご苦労様でした。私は国民のために頑張ったと思います。（宮城県栗

原市、60 代主婦） 

合理的で公正な政治を期待します。そうしなければ、日本経済は衰退の一途をたどることになるので

は。有力者が吸っている甘い蜜もいずれ底をつくでしょう。国民は海外へ活路を求め、日本の衰退が加速

されることになるでしょう。（奈良市、30代会社員男性） 

国民は総裁を直接選ぶことは出来ないが、 自民党員を選んだ我々に責任が有る。自民党は政策論争よ

りも派閥の勢力争いや自身の保身ばかりを考えている。自民党を解党させる必要が有る。これは現在の

小選挙区制度に問題が有ると思います。中選挙区制度にして国民の声が反映されるシステムにして貰い

たい。森友、加計学園、総務省の接待問題など自民党の横暴をこれ以上許すわけにはいかない。日本を何

とかしなければ将来が不安です。（仙台市泉区、70 代以上会社員男性） 

もう政治には期待していない。結局の所、個人の利権絡みですべてが決まる。政治家、官僚、役人、経

済団体やその他の団体。一般人は世の中の動きについていくだけで精一杯。選挙であなたの一票でって

言うけど、変わったことなんて一度もない。子供たちに明るい未来を見せることが出来る国にと思うけ

ど、そんな政治家どこにもいませんからね。（宮城県登米市、40 代会社員男性） 

菅首相はやっと自分をわかってきたのだと思う。総裁選に出て惨めな結果になるより、立候補しない選

択をしたのは良かったと思う。人柄が良ければ政界の矛盾に潰れるだろうし、、、他にいないのか⁉︎（仙台

市泉区、50代契約・派遣社員、アルバイト女性） 
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やはり、美しい国日本を作って欲しい。実績と経験に富んだ安倍晋三以外に日本の舵取りを任せられる

人物はいない。気張れ！頑張れ！踏ん張れ！安倍晋三（宮城県多賀城市、50 代会社員男性） 

コロナウイルスの対策をもっとしっかり行って欲しい。助成金や給付金が出るまでのタイムラグがあ

りすぎて、本当に困っている人たちの救済になりきれていないのでは?と思ってしまう。（仙台市太白区、

40 代自営業・自由業女性） 

菅さんは辞めさせられた！（滋賀県長浜市、70 代以上公務員・団体職員男性） 

政治家は弁が立つ、嘘も誠の様に語る。しかし、今の政治家はテレビ画面からでも嘘をついているとあ

からさまに分かってしまう。年寄りが汚い手を使って懐を肥やそうと必死。情けなっ。（仙台市太白区、

40 代主婦） 

菅首相は日本学術会議の任命拒否など問題提起もしてくれた。コロナ対策は誰が総理でも今の状況に

なったと思う。休みなく国民に尽くしてくれた。そんな総理に少しでも野党やマスコミが感謝をしてく

れたら頑張れたのにと思うと悔しい。（大阪市阿倍野区、50 代会社員女性） 

年金受給年齢を引き上げるのかどうかを争点にしてほしい（宮城県塩釜市、50 代自営業・自由業男性） 

今の時期誰が首相になっても難しいと思う しかし菅さんにはもう少し国民に対する強い姿勢が欲し

かった。いつテレビで見ても疲れきっていましたね（宮城県松島町、50 代会社員女性） 

マスメディアが真っ当な評価をすれば菅首相はもっと評価されたはず。偏向報道ここに極まれり（仙台

市太白区、40 代会社員男性） 

当初は、皆から担がれて総理になったような態度でしたが、任期が近づいてからのどたばた劇は何だっ

たのでしょうか？能力がないのに総理になって、国民の不幸です。次期衆院選での審判に期待です。（仙

台市泉区、60 代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

自民党以外にマシな政党がないのと、党員が多いというだけで、全てを支持しているわけではない。

（30 代会社員女性） 

自民党議員には腹立たしい限りだが、的を得ていない野党にも腹が立つ。マシな議員に入れたいが、そ

もそもマシな議員はいるのかと。（仙台市青葉区、50 代公務員・団体職員男性） 

大変な時期の総裁だったことでしょう。オリンピックにコロナ対策、次々やって来る自然災害と大変な

ことばかり。ご苦労様でしたと言いたいです。コロナ対策、確かに後手後手だけど、外出を自粛しろとか

会食するなとか言われてるのに守らない議員や市民がいるのは菅首相や自民党が悪いのではなく個人の

モラルの問題。菅政権を責めるものではない。政権が変わったとしても何も変わらないと思う。他の政党

もここまではできないと思う。（宮城県東松島市、50 代農林漁業女性） 

菅総理にはもう少し頑張って欲しかった。これから総裁選挙と衆議院解散と総選挙に時間を費やして

いる間、国会が開かれず審議も止まる。最悪年末まで引き摺ることになりかねない。安倍総理から引き継

いだ給付金や分不相応な協力金バブルを生み出した時短・休業要請協力金を一旦終了し、菅総理独自の

経済支援策を推し進めて欲しかった。政治の空白を埋める為にも国家予算に未使用の20兆円があるので、

菅総理の有終の美として、困っている国民や事業者に給付金として配分すると感謝されると思う。（50代

自営業・自由業男性） 

菅さんは結構ちゃんと仕事したと思う。高齢者の医療費自己負担増など、立派な政治決断だし、GOTO

も非常に理にかなった政策だったが、理解出来る国民がほとんど居なかった。（宮城県名取市、50 代自営

業・自由業男性） 
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菅総裁は、首相としても公約をしっかり実現して、コロナ禍の中、良く頑張ったと思う。コロナ対策は

専門家会議の意見を聞いて対策しているのに、感染減らないのは、政府の責任だと足を引っぱり、対策に

協力しない一部野党と国民の責任でもある。発言力が弱く党内人気も落ちたので総裁選挙にでないが、

首相は任期迄にコロナ対策しっかりやると言っている。コロナ対策失敗だと煽り政情不安に導いたマス

コミと野党だけが喜んでいるのかな? コロナ対策は他国と比較すれば、感染者、死亡者は圧倒的に少な

い、変異株蔓延防止するなら中国のように都市封鎖しかない。我が国の法律はそれを出来ない軟弱法律

(強制力に野党反対)であり、総理総裁が誰に変わろうとワクチン接種が進まないことには何も変わらな

いと思う。 専門家会議会長は国民の意見聞いて等と逃げ出している。専門家がコロナゼロ対策の 万策

尽きているのに素人の国民に責任を押しつけ責任逃れるつもりかな、酷いなぁ。（仙台市泉区、70 代以上

自営業・自由業男性） 

この国には、本心で変える政治家はもう居ない。東日本大地震の時に小沢一郎を支持したけれど、やは

り無理やった。東北人で、岩手県の人やと期待した自分がアホやったわ。もう辞めろ！ 時代は必要とし

ていない！（宮城県石巻市、60代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

政治の汚なさにうんざりしています。どの場面を見ても力量のある政治家がいない。はやく若い世代に

渡すべきだと思う。（宮城県石巻市、60 代公務員・団体職員女性） 

安倍前首相時代から続く無責任体質の清算と総括を強く求める（静岡市葵区、30代会社員男性） 

菅さんはリーダーシップおよび信念が感じられない首相だったが、前回総裁選で菅さんを選出した自

民党議員も同等の責任がかると思う。真に政権運営能力のある野党の出現が待たれます。（仙台市太白区、

50 代会社員男性） 

菅総理にはお疲れ様でしたと言いたい。ただ、疑問に感じること施策や言動もあったのでこの時期の退

任は妥当だと思う。また、御社の 4 日付けの社説は何だあれは？と言いたい。総裁の任期満了による辞

任なのだから、政権投げ出しにはあたらない！社説を書いた奴には署名入りで説明してもらいたい。反

日的・政府批判がライフワークが御社の方針のようだから、今後、新聞の購読中止を視野に入れる。中立

的かつ公平公正な報道を望む。（宮城県白石市、30 代契約・派遣社員、アルバイト男性） 

コロナ対策を甘くみて、GO.TO 施策を優先するなどチグハグなことばかり、優秀な側近や学者の意見

を聴かなかったのでしょうか？不人気のため敵前逃亡みたいに辞めるのは、情けない。（仙台市宮城野区、

70 代以上無職男性） 

今はいない（仙台市青葉区、70代以上主婦） 

今は誰が首相になっても同じ。野党でも同じ。国民が納得のいく政治をやってくれる人が望ましい。

（宮城県多賀城市、60 代無職男性） 

オリンピック、パラリンピックは開催して良かったと思う。（50 代自営業・自由業女性） 

コロナで辛い思いをしているのは大人だけではない。医療体制、経済の立て直しを急いでほしい。（宮

城県柴田町、30代会社員男性） 

コロナは国難です、与党、野党協力して乗り越えて欲しい。野党はみんな共産党系と思ってしまう。（60

代農林漁業男性） 

何故、よってたかって菅総理を苛める。集団イジメだよ、これじゃ。大人がすべき事じゃない。ここま

でよくやってきたじゃない。何故、そこを国民は、野党は、報道は、評価しないんだろ。（福島県いわき

市、50代公務員・団体職員男性） 
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総裁選挙に当たっては、各派閥が風見鶏で勝馬に乗るのではなく、政策論争、人物本位で選んで欲し

い。（仙台市泉区、70代以上会社員男性） 

東日本大震災の時、民主党政権で本当に残念でした。トラウマです。国会でも批判しかせず、具体的な

筋道を提示しない立憲民主党やその他野党にだけは政権を握ってほしくはありません。菅総理は本当に

お疲れ様でした。目のクマが毎回濃くなっていました。まさかコロナに振り回されるとはと。菅総理がダ

メなのではなく（民主よりはいい）安倍前総理が政治を進める力が凄すぎたのではないかと思います。※

桜を見る会の一件が悔やまれます。（30 代公務員・団体職員女性） 

呆れ､今の日本政治家､力が恥ずかしい､国際関係等､世界は重大な変化中､日本首相の内輪事を報道関

心ごとにしたくない今誰になっても同じ。マスコミの報道の仕方に注意。冷静に報道して､国民の今置か

れている状況をメッセージするそれが一番。期待している事にぶれないで、何が大切な事､わかっていて

ほしい（60代主婦） 

最近の河北新報は、政治に批判ばかりで建設的な提案が無い。これでは読者は離れるばかり。批判だけ

で税金から給料貰っているどこかの政治家と一緒です。（宮城県塩釜市、40 代会社員男性） 

もっと国民の目線で考えてほしい（仙台市宮城野区、50代主婦） 

自分の発言する日本語を理解した上で発言して欲しい。やはり国会議員には定年制を導入するべきで、

政策も身体的体力的にも定年は 70 歳が妥当だと思う。（50 代会社員男性） 

この難関を乗り切るには、強いリーダーシップを持ち合わせている河野太郎が最適と思うが、周囲の意

見に耳を傾けず、トップダウンで物事を進めれば、一歩間違えるととんでもない方向に向かう恐れがあ

る。コロナ対策では、幾度も修正訂正しているので不安が残る。岸田文雄は河野太郎と比べると線は細い

が、過去の印象を払拭すべくリーダーシップをとり、この難関を乗り越えて欲しいと期待する。あの田中

角栄が今に生きていれば、どんな施策でこの難関に対処したのだろと想うときがある。剛毅果断、過去の

国会議員は、いずれも我が日本の成長戦略を常に議論する本来の政治家だったと今になって改めて感じ

るこの頃である。（宮城県丸森町、70代以上無職男性） 

まず自民党の負の遺産 モリカケ桜 赤木ファイル などの可視化。NHK等の報道の適正化 有能な

人材の登用（60代無職男性） 

政治はバランスが大事、今の自民党一強状態が続けば、誰が総理になっても国民の声は届かない。国民

がしっかりしなければ！！（仙台市宮城野区、60代会社員男性） 

自民党は多くとも過半数ギリギリまで落とさないと真剣に国の事は考えないでしょう。（東京都新宿区、

70 代以上自営業・自由業男性） 

菅さんお疲れさまでした。コロナ対策は前例のないものだが、精一杯努力された事でしょう。オリンピ

ックも批判はありましたが、アスリート達にはよかったでしょう。大変な時期に総理となったことは評

価します。（宮城県涌谷町、40 代会社員男性） 

派閥にこだわらない、政治を期待しますよ。（宮城県大崎市、70 代以上無職男性） 

モリカケ、桜を見る会、IR 疑惑、学術会議等の闇を解明し、あらたな安全安心な国民生活の構築に人

力出来るリーダーを期待したい。（宮城県登米市、60 代無職男性） 

国会議員でも、地方議員でも、75 歳ぐらいまでに年齢制限してもらいたい。（宮城県石巻市、50 代農

林漁業男性） 

主体性のない「二階からあやつり」内閣が短命に終わったのは当然のことだ。（仙台市宮城野区、60代
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公務員・団体職員男性） 

コロナ対策や学術問題等に対する説明責任を果たせる方が首相になって頂きたいです。（20代契約・派

遣社員、アルバイト女性） 

コロナ対策として、検査の体制の確保、臨時医療施設の速やかな体制作りなど、国民の命を大切に考え

てほしい（50 代主婦） 

東京都、大阪府等コロナ感染が多い所に野戦病院を作りコロナ感染者を早く治療してほしい、それが日

本全国にコロナ感染が広がるのを防げると思います。（仙台市太白区、70代以上無職男性） 

退陣は遅すぎた。凡そ首相の器ではなかった。（仙台市宮城野区、60 代公務員・団体職員男性） 

国民イコール政党支持者ではないことを必ず心に留めて置いてほしい。目に見えない弱者に常に寄り

添って下さい。（仙台市太白区、70 代以上主婦） 

対立野党が無策で、批判しかせず… 国民の多くは政権交代させるにも相応しい政党が無いと感じて

いるはず。（仙台市太白区、40 代会社員男性） 

国会で中身のある議論をして欲しい。野党も批判するだけでなく、政策の提案が必要。今の政策は後手

後手で、一般人にさえ予想出来そうなことさえ、対応出来ていない。リスク管理の観点からも、科学的根

拠と検証に基づき、長期的視点にたった政策と具体的な道筋を示すべき。議員の方々の志が全く伝わら

ず、議席にしがみついているように感じられる。「誰がなっても変わらない」と言うコメントをよく耳に

するのは、その為ではないかと考える。（仙台市太白区、60 代無職女性） 

悪いことは悪いと認め、清潔な政治を望む！！（宮城県大崎市、60 代主婦） 

誰がなっても大して変わらない。二大政党社会になるための、野党には総理に成れる人財が居ないため

情けない政治社会が続く。我々凡人は 悪かろうが良かろうが世の中で流されるだけ。（仙台市宮城野区、

70 代以上無職男性） 

定年制 80 歳、総理大臣やったら 国会議員辞めて。（70 代以上自営業・自由業男性） 

自国開発の医療薬開発や予算対応が重要（仙台市泉区、70 代以上無職男性） 

最近の政治はまず自身の出世を優先に考えているようにおもわれるもっと国民に目を向けてうそのな

い正直な政治をおこなって欲しいです。（仙台市青葉区、70 代以上主婦） 

菅首相が自分の言葉で話しをするという場面があまりにも少なく、とても残念に思います。政治の世界

は全く分かりませんが、発表する物事も、公表できる物事も、全て決められていることは分かります。一

言一言が炎上の火種になることは当たり前で、それほど日本を背負っている首相の言葉というのは良く

も悪くも影響が出てしまいます。ただ、原爆慰霊祭で読み上げる文書を飛ばしたことは、呆れるを通り越

して怒りすら覚えました。自分の言葉ではないから飛ばしたことすら分からない事態になるということ

です。私が小泉進次郎さんを推す理由はひとつです。若い方ですが、影響力のある行動を起こし、自分の

言葉で伝えることが出来るからです。政治の世界でも出る杭は打つという風習があるのでしょうか。年

配を通り越した方々がいつまでも政治を担っていて、若い方でいるのは二世ばかり。二世の方達が才能

がある政治家の為に道を作らないといつまでも日本は変わりません。今回の総裁選で日本が良い方向に

変わることを期待します。（宮城県利府町、40代契約・派遣社員、アルバイト女性） 

安倍前総理、麻生財務相、二階幹事長の政界引退が必要（仙台市宮城野区、70 代以上無職男性） 

菅さんは運が悪かった。原稿の読む人と言う印象が強かった。（宮城県栗原市、70代以上主婦） 

河野太郎は、言動が怪しさがあるが取り巻きがしっかりした陣容であれば、若いので総理総裁には良い
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と思う。英語が話せる。自分の意見を発信する事が良い。日本を元気付けて欲しい！（宮城県名取市、70

代以上会社員男性） 

コロナ拡大が首相一人の責任であるかのように叫び、感情的に批判する人や報道が多く、辟易してい

る。果たして、国民も政府からの求めに協力的であったと言えるだろうか。それを「コロナは政府による

人災」などと、センセーショナルな煽り方をするのは如何なものか。自民党内での地盤固めには失敗した

が、携帯電話料金改革やデジタル庁の創設、着実なワクチン確保や台湾との関係強化など、これまでの歩

みとデータを見れば実績も数多い。東北の人間として、東北出身の首相の労を労いたい。（仙台市青葉区、

20 代学生男性） 

国民にわかりやすいメッセージや説明をしてほしい。密室で決めず、オープンにしてほしい（仙台市青

葉区、60 代主婦） 

菅総理は国のリーダーとしての資質がなかった。（70 代以上無職男性） 

なぜ、観光ばかりさせたいのか？ワクチンばかり打たせたいのか？やっている事とお願い事が矛盾。こ

んな全国自宅で死にかけている人やワクチン副反応も全て因果関係が認められないと、面白いほど断言

され不審に思っている人が多いのに、ワクチン打ったからと旅行やイベントに行く気にもなれない。上

級企業の国際投資に国民が振り回されるのでなく、根本的に、希望のある安い治療薬(イベルメクチン)を

いい加減認め、治験して、助かる命を早く救ってほしい。大手企業が薬を開発するまで感染は待ってくれ

ない。誰かの不幸のうえにある幸せはあり得ないと思う。なぜ一部の企業の利益の為に国民が犠牲にな

らなくてはいけないのか？きちんと調べてほしい。（40 代会社員女性） 

キッパリとハッキリとした短期解決に努力して欲しい（60 代自営業・自由業女性） 


