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岸田氏が総裁選不出馬 自民党の閉塞感が表れた

毎日新聞 - 2018/07/24

９月の自民党総裁選について、立候補を検討していた岸田文雄政調会長がきのう、出馬

を見送り、３選を目指す安倍晋三首相を支持する考えを表明した。 これにより ... 官邸が

官僚の人事を握り、それを恐れる官僚が首相らに忖度（そんたく）する弊害が指摘されて

久しい。 ... 野党の非力に助けられ、衆参両院選で大勝し続けているとはいえ、最近でも

大半の世論調査で内閣不支持が支持を上回っているのが実情だ。

霞が関 究極の「忖度」 都市圏総局次長 植田 祐一

西日本新聞 - 2018/07/12

サッカーＷ杯での「半端ない」に取って代わられた感もある昨年来の流行語「忖度（そんたく）」。 ... 情けない

限りだが、何か手だてを考えないと、この「究極の忖度」は止まるまい。 ... その覚悟、忖度に支えられた安

倍晋三首相にあるだろうか。

国会も強引に閉じる「安倍1強」のおごり

ニコニコニュース - 2018/07/19

... 主導▽安倍晋三首相が夫妻の関与を全面否定した国会答弁を契機に、森友側との

交渉記録を廃棄した―と佐川氏に責任を押し付けた」とも指摘する ... 各種世論調査で

森友・加計問題の真相究明を望む声は大多数を占めるが、そうした国民の思いになぜ背

を向け続けるのか ... 蓮舫の二重国籍問題や、辻本の生コン疑惑という、デカい芽が出

てるのに朝日新聞等のマスゴミは、忖度をして報道を控えているはずだが ...

辻元清美議員の妨害戦略を許すな

Viewpoint - 2018/07/01

あくまでも私自身が「忖度」して申し上げるならば、国会議員の間で、立憲民主党の姿勢に対する呆れが広

まっているということではないでしょうか？ ○もりかけ、 ... 安倍晋三（氏）が内閣総理大臣としての地位を悪

用して、友人が経営する私立学校に違法な便宜を供与した疑い」 ... 今になって思い返せば、ちょうど昨年７

月頃に行われた世論調査では、安倍政権に対する支持率が史上最低値を更新していました。

拭えぬ「忖度」の疑念 長期政権の弊害の指摘も

毎日新聞 - 2018/03/27

学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題で、２７日に国会

での証人喚問に立った佐川宣寿前国税庁長官は、改ざんへの首相官邸の関与を明確に

否定した。だが安倍晋三政権への「忖度（そんたく）」が働いたとの ...

安倍首相答弁「政治的と感じた」＝改ざん経緯、解明されず－佐川氏、衆院 ...

詳細 -時事通信 - 2018/03/27

すべて表示

財務省改ざん、透ける忖度と多くの謎

毎日新聞 - 2018/06/04

財務省が４日、公表した学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざ

んや交渉記録の廃棄問題の調査報告書。昨年２月の安倍晋三首相の国会答弁が不正

の発端となったことをうかがわせる内容が盛り込まれたが、焦点と ...

首相答弁の影響、なお不明＝野党は「忖度」追及－森友改ざん

時事通信 - 2018/06/05

すべて表示

安倍晋三首相「忖度批判」に「率直に受け止め」 フジテレビ番組で

産経ニュース - 2018/05/11

安倍晋三首相は１１日のフジテレビ番組で、政権で相次ぐ不祥事について「政権が長期化したことで役人が

忖度（そんたく）しているのではないかとの批評があることは、率直に受け止めなければならない」と述べた。

首相は、加計学園問題を ...

安倍政権は「そろそろ終止符を」－自民・村上元行革相が退陣論

ブルームバーグ - 2018/03/16

自民党の村上誠一郎元行政改革担当相は16日、森友学園に関する決裁文書改ざんへ

の安倍晋三首相の対応について「部下がやったことに責任を持つのがトップだ」と述べ、

政権は「もうそろそろ終止符を打った方がいいのではないか」と首相 ...
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安倍内閣支持、低迷３１％ 不支持５２％ 朝日世論調査

朝日新聞 - 2018/04/15

朝日新聞社が１４、１５両日に実施した全国世論調査（電話）で、安倍内閣の支持率は

３１％で前回調査（３月１７、１８日 ... 最近の安倍晋三首相の発言や振る舞いをみて、ど

の程度首相を信用できるかを聞くと、「大いに」４％と「ある程度」２７％を ...

支持率に酔って側近人事・「他人に厳しく自分に甘く」�安倍危機まねいたの ...

詳細 -中央日報 - 2018/04/16

すべて表示

国有地売却問題 「改ざん、安倍夫妻に忖度」 籠池被告、改めて強調

毎日新聞 - 2018/06/07

籠池被告は、取引に安倍晋三首相の妻昭恵氏が大きく影響し、文書改ざんにも夫妻へ

の忖度（そんたく）があったと ... 決裁文書からは昭恵氏や政治家の名前などが削除され

たが、財務省が４日に公表した調査報告書では、詳しい動機は不明と ...

【予算委詳報】なぜ昭恵氏記載「総理夫人だということ」

朝日新聞 - 2018/03/18

森友学園の国有地取引をめぐる財務省による決裁文書の改ざん問題。参院予算委員会

で１９日、安倍晋三首相や麻生太郎財務相らが出席し、集中審議が開かれました。野党

の追及に対し、両氏はどう答弁したのか。改ざん当時の理財局長 ...

佐川氏ら不起訴 「忖度」疑惑、未解明のまま

毎日新聞 - 2018/05/31

検察の捜査は終わったが、国有地の大幅な値引きや決裁文書改ざんの背景に、安倍晋

三首相らへの忖度（そんたく）があったかどうかなど、 ... ただ、積算時の調査でごみの量

をしっかり確認しなかったり、大阪航空局が増額要請をなぜ容易に受けたりしたのかなど

の疑惑 ... すでに退職している佐川氏は停職期間に相当する給与分を退職金から減額さ

れる見込みだが、世論の理解が得られるかどうかは分からない。

移ろう無党派－－安倍内閣支持率「回復」を読む

毎日新聞 - 2018/06/28

毎日新聞が６月２３、２４日に実施した全国世論調査の内閣支持率は３６％。２月の

４５％にはまだ及ばないが、５月の３１％からは明らかに回復している。 一方、「森友学園

や加計学園の問題で、安倍晋三首相に責任があると思いますか」との質問に「責任があ

る」と答えた人は６０％、「 ... 首相の関与や官僚の忖度（そんたく）で行政がゆがめられ

た恐れのあること、行政府が国会にウソをついていたこと、政権に不都合な ...

石破茂が語った「小泉純一郎」にあって「安倍晋三」にないもの

文春オンライン - 2018/05/09

次の自民党総裁にふさわしい人物」を問う報道各社の世論調査で、安倍晋三首相を抜

いて首位に浮上したのが、石破茂 ... 就いたり、選挙の際に比例名簿の上位にランクさ

れるだろう、と『忖度』することが常態化しているからではないでしょうか」.

「昭恵氏」「忖度」平行線 佐川氏関与判然とせず 参院予算委

毎日新聞 - 2018/03/26

学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書改ざん問題を巡り、安倍晋三

首相は２６日の参院予算委員会の集中審議で、野党が求める妻昭恵氏の証人喚問など

に否定的な考えを改めて示した。財務省は、佐川宣寿前国税庁長官 ...

時事通信

安倍首相「あとは国民が判断」

毎日新聞 - 2018/03/27

安倍晋三首相は２８日午前の参院予算委員会で、財務省の決裁文書改ざん問題を巡る

佐川宣寿前国税庁長官の２７日の証人喚問を受け、「書き換えについて私は全く指示し

ていないと申し上げてきた。あとは国民の皆様がご判断いただくこと ...

首相「政府としてけじめつける」 森友取引改めて関与否定

サンケイスポーツ - 2018/03/28

すべて表示

改ざん、忖度はなかったのか 財務省内部調査の限界

朝日新聞 - 2018/06/05

改ざんのそもそものきっかけは何だったのか。安倍晋三首相夫妻への「忖度（そんたく）」

はなかったのか。５日の国会審議では、財務省が公文書改ざん調査で明らかにしなかっ

た点に疑問が投げかけられ、内部調査の限界を指摘する声が与党 ...

財務省報告書 改ざん「許容範囲」 廃棄「適切な管理」

詳細 -毎日新聞 - 2018/06/06
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「麻生さん世論調査見ましたか？」 日曜、首相から電話

朝日新聞 - 2018/04/10

首相安倍晋三にとって、目下の関心事は、やはり内閣支持率である。 森友学園との ...

麻生さん、共同通信の世論調査を見ましたか？」 ... 共同通信がこの日発表した世論調

査で、支持率は２週間前と比べて３・７ポイント増加した。わずかな ...

野党批判「首相夫妻への忖度、職員に質問せず」森友問題

朝日新聞 - 2018/06/05

森友学園との国有地取引に関する財務省の公文書改ざん調査に対し、与野党から５

日、批判が噴出した。国会審議では同省が職員らに調査した際、安倍晋三首相夫妻へ

の忖度（そんたく）があったかについて質問していなかったことが判明し、 ...

森友・加計問題（その２止） 首相の過信、裏目に 麻生氏「脇が甘い」

詳細 -毎日新聞 - 2018/06/05

安倍晋三首相ｖｓ野党、裁量労働制調査めぐり応酬

産経ニュース - 2018/02/20

安倍晋三首相は２０日の衆院予算委員会で、裁量労働制に関する厚生労働省データが

不適切だった問題について「結果として性格 ... 希望の党の山井和則氏は「データは、森

友・加計学園問題と同じように（官邸への）忖度（そんたく）により改竄（ ...

「世論調査　安倍晋三　忖度」の最新情報なら
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