
ナイトジャーナル緊急アンケート
「サヨナラ安倍政権〜あなたが勝手に選ぶ⁉次期総理」

結果発表

持病再発により7年8ヶ月の歴代最長政権にピリオドを打つ安倍政権。
アベノミクスを打ち出し、株価上昇、雇用活性化などの功績を認める声も多い一方、
大企業優先、政治の私物化、新型コロナ対応などで大きな批判も受けました。

不透明な時代の幕開けとなった2020年、ホンネでは次期総理には誰がなるべきなのか⁈
あなたの率直な意見をアンケートでお答えください。
回答者の中から抽選で25名に歴代首相の似顔絵クリアファイルをプレゼントします！
ふるってご参加ください。
（アンケート主催：株式会社ミュージックバード https://musicbird.jp/cfm/ ）



菅義偉

河野太郎
石破茂

＜上位ベスト２０＞
1位 菅義偉 40票
2位 河野太郎 34票
3位 石破茂 26票
4位 橋下徹 9票
5位 小池百合子 6票

小泉進次郎 6票
7位 吉村洋文（大阪府知事）
5票
8位 小沢一郎 4票

岸田文雄 4票
山口那津男 4票
山本太郎 4票

12位 麻生太郎 3票
枝野幸男 3票
鈴木直道（北海道知事）3票
野田聖子 3票
谷垣禎一 3票

17位 志位和夫 2票
東国原英雄 2票
稲田朋美 2票
玉川徹（テレビ朝日コメンテーター）2票



オリンピック・パラリンピック開催

オリンピック・パラリンピック中止

・コロナ対策がトップ。
・経済活性化対策が2位。
・雇用、給与も心配。
・強い外交も必要。
・五輪開催より中止が多い！



・ワクチン・治療薬確保がトップ。
・ＰＣＲほか検査体制拡充も必要。
・感染者の徹底発見も重要。
・ＧＯＴＯ拡充より中止の意見多し。



・消費税減税がトップ。
・特別給付金第2弾も期待多い。
・物価安定、ＧＤＰ上昇を求める声も



・雇用拡大・安定を求めている。
・給与水準の向上も。
・失業の減少を求める声が多い。



・日米安保体制の維持がトップ。
・核兵器禁止条約への参加が2位。
・沖縄基地問題解決も多い。
・憲法改正、自衛隊の明記も。



・北朝鮮拉致問題解決がトップ。
・米国大統領との関係が2位。
・地球温暖化防止を重要視。



・年金、社会保障拡充がトップ。
・少子化対策が2位。
・行財政改革、国の借金も心配。
・高齢化対策も求める。
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1 熊本　 21 11.2%

2 東京　 16 8.6%

3 静岡　 15 8.0%

4 北海道 12 6.4%

5 岡山　 11 5.9%

6 神奈川 9 4.8%

7 愛知　 9 4.8%

8 広島　 8 4.3%

9 福島　 8 4.3%

10 長野　 6 3.2%

11 新潟　 6 3.2%

12 三重　 5 2.7%

13 埼玉　 5 2.7%

14 茨城　 5 2.7%

15 山梨　 4 2.1%

16 大阪　 4 2.1%

17 千葉　 4 2.1%

18 宮城　 3 1.6%

19 宮崎　 3 1.6%

20 岐阜　 3 1.6%

21 兵庫　 3 1.6%

22 山口　 3 1.6%

23 福岡　 2 1.1%

24 福井　 2 1.1%

25 島根　 2 1.1%

26 秋田　 2 1.1%

27 鹿児島 2 1.1%

28 山形　 2 1.1%

29 群馬　 2 1.1%

30 岩手　 2 1.1%

31 沖縄　 2 1.1%

32 富山　 1 0.5%

33 大分　 1 0.5%

34 滋賀　 1 0.5%

35 佐賀　 1 0.5%

36 不明 2 1.1%

187 100.0%



「次期首相を選んだ理由」自由回答一覧



Q1.時期総理 Q1の回答理由 お住まいの都道府県

1 小池百合子（東京都知事） 日本初の女性首相はこの人くらいしか見当たらないので。 東京都

2 菅義偉（内閣官房長官） すんなり行きそう！ 熊本県

3 橋下徹（元大阪府知事） 知名度、求心力、演説力、統率力等々、総合的に長けている。 新潟県

4 わからない わからない 東京都

5 河野太郎（防衛大臣） メリハリがある。 静岡県

6 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 国民の人気・評価と元防衛大臣で周辺諸国からの圧力等に対抗すべく自国の国防強化の為に国防に詳しい石破さん。 三重県

7 菅義偉（内閣官房長官） 野党は言葉ばかりで､実現する力が無いし､右腕の官房長官が相応しいと思います｡ 新潟県

8 菅義偉（内閣官房長官） 諸手を挙げて望む訳ではないが、安部総理突然の辞任を受けての現状で、最も混乱を生じさせない人物であるように

思えるため。 静岡県

9 東国原英夫氏 宮崎県知事をされていた時に。地元の経済効果を変えたり。

鳥インフルエンザや口蹄疫などの対策に動いていたこともありましたし。
愛媛県

10 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 落ち着いてますね。 神奈川県

11 河野太郎（防衛大臣） 相手国に対し言うべきことをきちんと言えるから。 岡山県

12 稲田朋美（自民党幹事長代行） いい加減、女性首相でもイイのでは？ 東京都

13 河野太郎（防衛大臣） 現状の外交姿勢を変えずに、スジを通す言動が多いから 愛知県

14 菅義偉（内閣官房長官） 現時点で一番現実的な総理候補と思える。 群馬県

15 麻生太郎（財務大臣・副総理）
消去法です
石破は論外 兵庫県

16 菅義偉（内閣官房長官） 1番信頼出来そうだから 山口県

17 河野太郎（防衛大臣） 海外の政府との交渉力ありそうだから。
英語も上手いし、自然な英語。 愛知県

18 菅義偉（内閣官房長官） 秋田県出身者だから 宮城県

19 河野太郎（防衛大臣） 一番まともそう 島根県

20 小沢一郎（国民民主党） 様々な難問を抱えた今、政界においての経験値が高く、諸外国にも知られている小沢氏がとりあえずは適任。 兵庫県

21 小沢一郎（国民民主党） 岩手推し 岩手県

22 山口那津男（公明党代表） 庶民の見方公明党だから、、貧乏な世帯に配慮してくれると思う。 山梨県

23 菅義偉（内閣官房長官） コロナ禍で変なことしなさそう。 埼玉県

24 菅義偉（内閣官房長官） 期待出そうな気がする 東京都

25 河野太郎（防衛大臣） 中韓にしっかりと言える 東京都

26 立花孝志（NHKから国民を守る党代表）実行力 佐賀県

27 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 今の自民党政権で、一番庶民に寄り添う姿勢を見せている。国会議員の派閥争いなどくだらない政治より、真に政治

を取り組もうと感じる。 東京都

28 河野太郎（防衛大臣） 一番常識が有って任せられる気がする 長野県

29 小池百合子（東京都知事） 変なしがらみがなさそうなので！ 熊本県

30 河野太郎（防衛大臣） 韓国に対してしっかり意見をのべて見えたので。 岐阜県

31 菅義偉（内閣官房長官） とりあえず 神奈川県

32 菅義偉（内閣官房長官） いちばん無難そうだから。残り一年という短い期間を乗り切るには、ちょうど良さそう。 愛知県

33 菅義偉（内閣官房長官） 安倍さんより期待できそうだから。 長野県

34 菅義偉（内閣官房長官） 総理に考え方が近いと思う　多分唯一緊縮財政派ではなさそう 神奈川県

35 吉村洋文（大阪府知事） やっぱり求心力 熊本県

36 橋下徹（元大阪府知事） 曖昧にせずに意見を言うから 福島県

37 河野太郎（防衛大臣） 少なくとも中国と韓国に対して強気には出れているのでその点では信用している 山口県

38 河野太郎（防衛大臣） 良くも悪くも自分の意思と判断基準を明確に持っている 福岡県



39 枝野幸男（立憲民主党代表） 安倍をのさばらせた自公維は論外。経験値からいけば枝野氏しかいないかと思う。 福島県

40 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 正しい政治をして欲しい

子供でも、忖度している事が分かるような事でも、 もみ消すけ 広島県

41 菅義偉（内閣官房長官） 政策の継続性。都市部と地方双方の課題をご存知。同じ東北の親近感。 岩手県

42 河野太郎（防衛大臣） 国内でも、国外でも発言力、実行力がありそう。 岐阜県

43 岸田文雄（自民党政調会長） 見た目。各国首脳と並んだ時、高身長で見劣りしない人。総理は誰がなっても日本はそんなに変わらない。悪くなら

なければそれでいい。感染者減少、ＧｏＴｏキャンペーン見直し、廃業・失業者救済、東京オリンピック成功、広島

政治資金ペア厳罰、森かけ問題、拉致被害者帰国・・・、課題山積。

山口県

44 河野太郎（防衛大臣） やってくれそうな気がする 茨城県

45 麻生太郎（財務大臣・副総理） 海外との財政面でのパイプが太く、日本の財界とも強固な関係を持っており、バックがしっかりしてる。

財政のコントロールが出来る力を内外に持つ、他の候補者より抜きん出た海外知名度。 東京都

46 河野太郎（防衛大臣） 世代交代そして強い外交に期待します 北海道

47 菅義偉（内閣官房長官） 安定感 新潟県

48 河野太郎（防衛大臣） 菅官房長官と鈴木直道北海道知事は間違いなく日本を中国の植民地化にするのは目に見えてます。

河野太郎さんが一番の案全パイです。 北海道

49 河野太郎（防衛大臣） 現状選べる人の中で一番まともな人を選びました 静岡県

50 菅義偉（内閣官房長官） 政界では、一目置かれる存在だから。 新潟県

51 河野太郎（防衛大臣） はっきり意見を言う強い外交が期待出来そう 富山県

52 菅義偉（内閣官房長官） あくまでもワンポイント！ 岡山県

53 野田聖子（自民党政治制度改革実行本部長）玉川氏の発言は至極まともだと思います。
ホントのこと言うから嫌われる。 岡山県

54 山口那津男（公明党代表） 誠実さを感じるから 福島県

55 田原総一郎（政治評論家） 田原さんが、本音で国民に語り掛けて下さる事を期待して選びました。勿論、内閣官房長官には豊島さんにお願いし

たいです。 熊本県

56 菅義偉（内閣官房長官） 安倍晋三路線に一番近いから 滋賀県

57 菅義偉（内閣官房長官） この厳しい状況下でもできること、できないことを整理して取り組んでいただけそう 三重県

58 菅義偉（内閣官房長官） スムーズに政策の踏襲が出来る｡ 大阪府

59 小泉進次郎（原子力防災担当大臣） 若いから。囚われず、破壊すべし。現状を。 静岡県

60 クーデターによる軍事政権 現在の政治では何もできない。何も期待できない。 広島県

61 河野太郎（防衛大臣） 河野さんは、外交的にも優秀だし、韓国の外務官と話したときも強硬な姿勢を示したから、信用できる。 神奈川県

62 吉村洋文（大阪府知事） やり方が合ってるか間違ってるか、はありますが、こうやって積極的に政策を発信する人が良いと思われるため 東京都

63 衛藤せいいち・高市早苗 お二人とも愛国士だから。安倍さんの腹心の友。首相には日本を大切に愛して下さる方にと思っています。 熊本県

64 橋下徹（元大阪府知事） リーダーシップ、実行力、判断力、若さ 熊本県

65 山本太郎（れいわ新撰組代表） 既得権益とのしがらみがない 岡山県

66 小泉進次郎（原子力防災担当大臣） エナジーがみなぎっていて、実行力がありそうだから。 千葉県

67 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 菅さんが有力らしいが、菅さんが総理になったら番頭の適任者がいない 埼玉県

68 志位委員長（共産党） 党名に惑わされるが、実はかつての自民党員がもっていた考えに近いんじゃないか？ それから、なんと言っても助成

金に頼らないクリーンな政治。国民を置き去りにした、あまりにズルく、カネにまみれた政治に我々は慣れすぎた。 福島県

69 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） なんとなく　直感 長野県

70 菅義偉（内閣官房長官） コロナの関係で、一番適任かな？ 北海道

71 橋下徹（元大阪府知事） 現在の政治家(政治屋)の方々は、誰のために仕事されておられるのでしょうか？。自分たちの保身の為にしか見えな

い。これから想像もつかない事柄が怒って来るかもしれません。立ち行くのでしょうか？。 熊本県

72 鈴木直道（北海道知事） 信頼できる若手だから 神奈川県

73 わからない もし、総理になった時に今迄通りの姿勢で行動、発言してくれるかわからないから、誰とは推しにくい。 三重県

74 山口那津男（公明党代表） 世界中に創価学会の支持者がいるから 東京都

75 菅義偉（内閣官房長官） 国民に対して、一番真面目に答えてくれそうだからです。

安倍さんのような悪い事は、しなさそうだから。 愛知県

76 山口那津男（公明党代表） 人柄が真面目で信頼できる。 福岡県

77 菅義偉（内閣官房長官） 今後の日本の経済活動やコロナ関連で頑張ってくれると思いますし他の人よりは知名度もあると思いますし自分自身

見た感じですが安定感のある人と感じました。 三重県

78 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） とりあえず自民党の中からの繋ぎだったら 広島県



79 山本太郎（れいわ新撰組代表） 弱者に寄り添う政策を公言していて好感が持てる 福島県

80 菅義偉（内閣官房長官） 官房長官として、安倍総理を支えてきた姿。安定した人柄に任せてみたい。 静岡県

81 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） リーダーシップがありそう 千葉県

82 吉村洋文（大阪府知事） 誠実だと思うから 熊本県

83 菅義偉（内閣官房長官） 政策の継続性を重視 熊本県

84 吉村洋文（大阪府知事） 毎日会見をしているのを見て具体的に対策を伝える姿勢が信頼できると思った、政府よりも行動がスピーディーでい

い 山梨県

85 菅義偉（内閣官房長官） 安倍政権の継続性 埼玉県

86 橋下徹（元大阪府知事） リーダーとしての力がある。いつも納得できるまで説明をしてくれる。 大阪府

87 菅義偉（内閣官房長官） 安倍首相の政策を継続できる唯一の人物だから 東京都

88 茂木敏充（外務大臣） 栃木出身の先生に期待したいです? 福島県

89 AI(人工知能) 本能や欲望、忖度に依らない政治の舵取りは人間には厳しいと日頃より感じていたため 熊本県

90 安倍晋三 安倍ロスです。もう安倍総理しか考えられません。 神奈川県

91 菅義偉（内閣官房長官） 二階の推し 広島県

92 小泉進次郎（原子力防災担当大臣） 若いから 千葉県

93 菅義偉（内閣官房長官） たたき上げの政治家だから 静岡県

94 岸田文雄（自民党政調会長） 政治素人です！他国の首相は派手で強さを感じる中で負けない感じだと思い「岸田さん」にしました。老人ぽい方が
日本の代表では恥ずかしいので・・経験と頼れるお父さんぽい岸田さんにしてほしいです。若過ぎもキケンそうなの

で・・皆んなが菅さん、石破さん、とおっしゃるけどルックスが日本の顔になったら残念！？です。決め方が委員会

だと人柄や人気らしいです、しっかりした実力で選んでほしいのにキツイと嫌われるらしいです。候補のフェイス

ブック少し参考にしました、菅さん間違った予想内容を載せてばかりでした。石破さんの風貌が日本の顔になるのに

も抵抗があります、オバサン風の意見ですが大切な気がします。 愛知県

95 菅義偉（内閣官房長官） 安倍政権の下支え経験値 千葉県

96 吉村洋文（大阪府知事） 実行力があり既成にとらわれず誠実に仕事してくれそう。他はしがらみ私欲で先走りそう。特に菅官房長官はIRで賄

賂ありそう。 神奈川県

97 河野太郎（防衛大臣） 強気な外交ができそう（特に中国、韓国に対して） 北海道

98 小泉進次郎（原子力防災担当大臣） 他に良さそうなのが居ない? 北海道

99 菅義偉（内閣官房長官） 一番安部総理の近くにいて、政策や対策を理解して引き継いでやってくれると思う 三重県

100 山本太郎（れいわ新撰組代表） 弱者を救済してくれそう。消費税廃止、アメリカから無駄な武器買わない事実施 山形県

101 麻生太郎（財務大臣・副総理） 現政策の継承 岐阜県

102 岸田文雄（自民党政調会長） 見た目。総理のルックスとしては一番でしょう。 熊本県

103 河野太郎（防衛大臣） 若手議員達と新たな時代や社会の仕組みを造ってほしい。 広島県

104 菅義偉（内閣官房長官） 安倍さん好きなので、安倍さんのやり方を継続する人になってほしい。 熊本県

105 玉川徹（テレビ朝日コメンテーター） 本気で今の政治を変えてくれそう 東京都

106 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 日本が変わりそうだから。 神奈川県

107 菅義偉（内閣官房長官） 人相が、良い！ 宮崎県

108 河野太郎（防衛大臣） 外務大臣での毅然とした対応と、父親への臓器提供 熊本県

109 志位和夫 支持しているから 宮城県

110 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 既定路線のすがさんより、石破さんが良い。 岡山県

111 河野太郎（防衛大臣） 国内、外交共にバランス良くやってくれそうだから 熊本県

112 河野太郎（防衛大臣） 記者の質問にラグなく話しはじめて動じない所(親の不手際、家名の恥を綺麗さっぱりしてください) 静岡県

113 引退してはおりますが、谷垣さんが良いです。車椅子を利用している生活から見える世界から政界でご活躍いただきたいです。 北海道

114 野田聖子（自民党政治制度改革実行本部長）女性の首相を生きている間にみてみたい・・・真面目すぎて大変かと思いますが・・・ 岡山県

115 橋下徹（元大阪府知事） 良くしてくれそうな気がして 兵庫県

116 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 石破氏は他の候補者のように後ろ盾がなく、それが逆に柵がないように思えるので。ただその分政権運営はやりづら

いと思いますが。 愛知県

117 菅義偉（内閣官房長官） 政策の継続性、政治・行政の効率化（ＩＴ化）の手腕を期待したい 福島県

118 河野太郎（防衛大臣） 年齢とキャリア。外務大臣と防衛大臣の経験。 静岡県

119 萩生田こういち 八王子出身。　昔からよく知っています。 東京都

120 野田聖子（自民党政治制度改革実行本部長）政策が良いと思うので。あと、女性になってほしい。 新潟県

121 河野太郎（防衛大臣） 年齢とキャリア。外務大臣と防衛大臣の経験。 静岡県



122 わからない 石破に自民党をぶっ壊してほしいが、岸田のほうがビジョンがわかりやすい。（菅は担がれただけで操り人形みたい

でだめ） 福井県

123 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 主張がぶれない 秋田県

124 橋下徹（元大阪府知事） どんな事をやってくれるか期待してみたいから 岡山県

125 小泉進次郎（原子力防災担当大臣）

政治を変えてくれそう 茨城県

126 小池百合子（東京都知事） 女性に是非とも総理大臣になってもらいたい 新潟県

127 小池百合子（東京都知事） いいから 熊本県

128 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 淡々とした口調で、これからの日本の悪いところを手際よく修正してくれそうだから。 東京都

129 河野太郎（防衛大臣） 外交と防衛に強く、はっきりとノーと言えそう。 北海道

130 河野太郎（防衛大臣） ツイッターにおける検知能力、反応速度から。 島根県

131 玉川徹（テレビ朝日コメンテーター） 正論を述べている 長野県

132 橋下徹（元大阪府知事） 各種改革改新を進める力があるから。 愛知県

133 小泉進次郎（原子力防災担当大臣） 国民第1で、政治してくれそう 北海道

134 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 死に体 的な状態だった(元)総理を継承する(という建前?)候補より、継承とは 真逆の政策を打ち出せそうな石破氏が適

当と思った(単に３人の中で一番 真面目そうだったからとも思います) 山梨県

135 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 右的だから 熊本県

136 鈴木直道（北海道知事） 判断力と行動力があると思ったので… 岡山県

137 菅義偉（内閣官房長官） 無難かな！ 鹿児島県

138 菅義偉（内閣官房長官） 安部現内閣の継承 静岡県

139 稲田朋美（自民党幹事長代行） 初の女性総理大臣が誕生しても良いと思う。 広島県

140 谷垣 昔、加藤の乱でみた人で、本物の自民党と思える。 鹿児島県

141 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 実力あるが派閥力学により日の目をみれないのが悔しい 茨城県

142 鈴木直道（北海道知事） 判断力と行動力があると思ったので… 岡山県

143 山本太郎（れいわ新撰組代表） 新しい風を吹かせて欲しい。抵抗勢力に屈せず、信念を貫いて１つでも功績を残してくれそうだから 沖縄県

144 谷垣禎一(自民党前幹事長) 麻生政権が惨敗し自民党が野に下った時代、屋台骨を支えて存在感を示した谷垣さん。政界からは引退なされました

が、ご健在ならばもしかしたら安倍総理ではなく谷垣総理として、またひとつ違った政権運営を行なえたのでは…
と、政界引退の原因となった趣味の自転車による事故が非常に悔やまれます。 静岡県

145 谷垣禎一(自民党前幹事長) 麻生政権が惨敗し自民党が野に下った時代、屋台骨を支えて存在感を示した谷垣さん。政界からは引退なされました

が、ご健在ならばもしかしたら安倍総理ではなく谷垣総理として、またひとつ違った政権運営を行なえたのでは…
と、政界引退の原因となった趣味の自転車による事故が非常に悔やまれます。 静岡県

146 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 安倍さんのやり方を一新したいと思うから。 愛知県

147 菅義偉（内閣官房長官） 安部総理の解決出来なかった森友問題と加計学園問題をしっかりと解決してもらいたい思いを込めて、菅さんを選び

ました。 大阪府

148 小沢一郎（国民民主党） 本物の政治家 福島県

149 橋下徹（元大阪府知事） 日本も大統領制にしてもよくないですか。出来レースの総裁選なんて見たくもない。民主主義を謳うなら、今の制度
で行ってる総裁選は全く民意を反映していないと言っても過言でない。 北海道

150 河野太郎（防衛大臣） イージスアショアをリセットできる総理に

？なことを内側からリセットして欲しい 茨城県

151 小池百合子（東京都知事） 即断即決 大阪府

152 河野太郎（防衛大臣） 諸外国に対して、強気で外交できそう。 茨城県

153 豊島典男 明解な回答、菅さんくらいにはやれるかな？ 岡山県

154 玉木雄一郎（国民民主党代表） 政策 熊本県

155 野党共闘の代表 安倍政治にストップをかける政治家、上記の政治家は殆ど安倍と同じ新自由主義

の政治を行うだろうから。（福島瑞穂，蓮ぼうは除く） 神奈川県

156 小沢一郎（国民民主党） 政治を立て直せるのはこの人だけ。問題もいっぱいあるけど。 埼玉県

157 志位和夫 まともなことを言ってるから 山形県

158 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） これまでの発言から、もっとも信用できると思うから 大分県

159 枝野幸男（立憲民主党代表） ３．１１当時、官房長官として冷静に対応されていたのを今でも忘れません 宮崎県

160 菅義偉（内閣官房長官） 急な事なのでワンポイントには最適ではないか。

岸田さんもこの様な世情には向かないと思うし、石場さんは議員の人気無さすぎ。 北海道



161 菅義偉（内閣官房長官） やはり、山梨県の県議が大半が菅さんを支持しているので。今朝の山梨新聞で記事にそう書いてあったので。やはり
菅さんか～と思って。 山梨県

162 河野太郎（防衛大臣）

相手がだれであれはっきりモノを言う、英語べらべら、誤りを認め修正することができる人 宮崎県

163 河野太郎（防衛大臣） SNSとか通じてですが、強い発信力がある。自ら自衛隊の訓練に出向いたりして好感が持てる。 東京都

164 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 少しはまともそうに見える 東京都

165 北野武 バラエティー含めさまざまな方面で活躍してきた方だからこそ、今の日本の現状を変えてくれる気がする。 群馬県

166 東国原英夫 何でもはっきり話す 北海道

167 東国原英夫 はっきり自分の考えを話す 北海道

168 雅子皇后 最高の外交官 東京都

169 河野太郎（防衛大臣） 何かやってくれそうな気がします。 静岡県

170 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 今までの平和な日本を持続しつつガラッと変えるのではなく、安倍政権の悪しき過去はクリアにし、とりあえずは対

外的にも安心して任せられそう。 宮城県

171 菅義偉（内閣官房長官） 誰がなっても世の中変わらない。そう思うと無難な菅さんを選んでしまいます。 長野県

172 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 有言実行タイプなので 長野県

173 河野太郎（防衛大臣） バランスがとれていると思うから。 岡山県

174 わからない There are no good person!! 徳島県

175 小池百合子（東京都知事） 女性の総理大臣に期待しているから。 熊本県

176 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 政治理念を持っている。トランプ大統領にも対等に物が言えそう。 熊本県

177 枝野幸男（立憲民主党代表） 東日本大震災の時、いろいろな情報に振り回されながらも、大役をつとめてくれたから。 静岡県

178 蓮舫（立憲民主党副代表） 2位じゃ駄目なんですか？のフレーズをまた聞きたいから 静岡県

179 河野太郎（防衛大臣） 親父を超えろ！！
そして強気と友和の外交を望む。

日本の未来をお願いしたい。 熊本県

180 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 政治理念を持っている。トランプ大統領にも対等に物が言えそう。 熊本県

181 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） やはり、今の組閣とは違う人がいい。 埼玉県

182 河野太郎（防衛大臣） この時期の総理大臣は、外交で日本の立場を主張できる人である必要があるから 福井県

183 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 麻生派閥と二階派閥の影響が少ない派閥に所属している上に、経済やコロナ対応などの重要な政策を見直すことに期
待出来そうだから 秋田県

184 石破茂（自民党水産総合調査会顧問） 私は自民党を応援してる訳ではないが、自民党以外の党では国の運営が不安なため。(なんとか減税とか言うが、財源

確保とかどーするの？っていう党が多い。)石破氏なら歴代自民党の人より違う感じがするため。 沖縄県

185 玉城デニー（沖縄県知事） 沖縄基地問題、拉致問題解決etc 現政権ではやらない事ができそうだから 愛知県

186 岸田文雄（自民党政調会長） 同郷なので 広島県

187 菅義偉（内閣官房長官） 今まで安倍総理の側近であった分今の日本の内外の立場がわかっている方と思います。今後の政策的にも無茶はしな
いと思うので。 広島県


