2017 年 9 月 11～12 日
自民党改憲論議、世論調査（朝日新聞、NHK、読売新聞）
自民 きょうから憲法改正議論再開 自衛隊めぐり曲折も
NHK9 月 12 日 4 時 06 分
自民党は党としての憲法改正案の取りまとめに向けた議論
を１２日から再開し、党幹部は秋の臨時国会に党としての
案を提示したいとしています。ただ、自衛隊の存在の明記
をめぐり、戦力の不保持などを規定した９条２項を維持す
るのかどうかで両論が出ていて、取りまとめまでには曲折
も予想されます。
自民党の憲法改正推進本部は内閣改造などを受けて、１か
月余りにわたって中断していた党としての改正案の取りま
とめに向けた議論を１２日から再開し、自衛隊の存在の明
記について２回目となる議論を行うことにしています。
高村副総裁は先に秋の臨時国会で、国会の憲法審査会に条
文の形で自民党としての案を提示したいという考えを示し
ていて、憲法改正推進本部では今後、条文化も視野に具体
的な検討を進める方針です。
ただ、自衛隊の存在の明記をめぐっては、安倍総理大臣が
例示した９条の１項、２項を維持したうえで自衛隊の存在
を規定する条文を追加する案と、戦力の不保持などを規定
した９条２項も改正すべきだとする案の両論が出ています。
また、党内からは来月行われる衆議院の３つの補欠選挙へ
の影響なども考慮して、慎重に議論を進めるべきだという
意見も出ていて、改正案の取りまとめまでには曲折も予想
されます。

６％だった。
民進の政党支持率は５％（前回８月調査は６％）
。蓮舫前
代表が選出された後の昨年１０月調査では１０％だった。
質問の仕方が異なるため、単純な比較はできないが、この
昨年１０月の調査で、
「蓮舫代表への期待」を聞いた時には
「期待する」５３％、
「期待しない」３９％だった。
民進党の幹事長に内定していた山尾志桜里衆院議員が週
刊誌報道を受け、離党した。このことで、民進のイメージ
が「悪くなった」は３２％、
「変わらない」６２％だった。
野党共闘についても尋ねた。
民進党が今後の国政選挙で、
共産党と「協力する方がよい」は２２％で、
「協力しない方
がよい」４６％の方が多かった。民進支持層では「協力す
る」
「協力しない」が４割で並び、共産支持層は「協力する」
「協力しない」が３割だった。
が５割、
一方、東京都の小池百合子知事に近い国会議員らが国政
政党の設立を目指す動きについては「期待する」が４９％
で、
「期待しない」３９％を上回った。支持政党別では、
「期
待する」は自民支持層の５１％、無党派層の４８％で、大
きな違いは見られなかった。地域別では、東京では「期待
する」５６％、
「期待しない」３５％に対し、大阪は「期待
する」４１％、
「期待しない」４８％と期待が低めだった。
たばこの受動喫煙防止のため、この秋の国会で、飲食店
などを原則禁煙にするよう法律を改正すべきかを聞いたと
ころ、
「改正すべきだ」４４％、
「そうは思わない」４７％
だった。
対北朝鮮、
「対話」
「圧力」で割れる 朝日新聞世論調査
朝日新聞デジタル 2017 年 9 月 11 日 20 時 57 分

前原民進に期待２８％ 小池新党は４９％ 朝日世論調
査
朝日新聞デジタル 2017 年 9 月 11 日 23 時 34 分

北朝
鮮に対して日本政府はどちらに重点をおくほうがよいか

これ
からの民進党に…
朝日新聞社による９、１０日の世論調査（電話）では、
前原誠司氏を代表に選出した今後の民進党への期待を尋ね
た。
「期待する」は２８％で、
「期待しない」５８％を下回
った。無党派層でも「期待する」２５％、
「期待しない」５

朝日新聞社は９、１０日、全国世論調査（電話）をした。
北朝鮮の弾道ミサイルや核実験に対して、日本政府が、対
話と圧力のどちらにより重点を置く方がよいかを尋ねると、
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自民３５（３３）▽民進５（６）▽公明２（３）▽共産
３（３）▽維新１（１）▽自由０（０）▽社民０（０）▽
日本のこころ０（０）▽その他の政党１（１）▽支持する
政党はない４６（４６）▽答えない・分からない７（７）
◆民進党の新しい代表に前原誠司さんが選ばれました。あ
なたは、これからの民進党に期待しますか。期待しません
か。
期待する２８
期待しない５８
その他・答えない１４
◆民進党の幹事長に内定していた山尾志桜里衆議院議員が、
既婚男性との交際疑惑を週刊誌が報道したことを受け、民
進党を離党しました。あなたは、このことで、民進党のイ
メージはよくなりましたか。
悪くなりましたか。
それとも、
変わりませんか。
よくなった１
悪くなった３２
変わらない６２
その他・答えない５
◆あなたは、これからの国政選挙で、民進党が共産党と協
力する方がよいと思いますか。協力しない方がよいと思い
ますか。
協力する方がよい２２
協力しない方がよい４６
その他・答えない３２
◆東京都の小池百合子知事に近い国会議員らが、国政政党
の設立を目指しています。あなたは、こうした動きに期待
しますか。期待しませんか。
期待する４９
期待しない３９
その他・答えない１２
◆学校法人「加計学園」の獣医学部新設の問題や、学校法
人「森友学園」への国有地売却問題をめぐり、あなたは、
これまでの安倍首相の説明が十分だと思いますか。十分で
ないと思いますか。
十分だ１１
十分でない７９
その他・答えない１０
◆あなたは、加計学園や森友学園の問題について、この秋
の国会で、積極的に解明に取り組む必要があると思います
か。その必要はないと思いますか。
必要がある５２
必要はない３７
その他・答えない１１
◆北朝鮮は日本の上空を越える弾道ミサイルの発射と核実
験を相次いで行いました。あなたは、北朝鮮のミサイル発
射や核実験に対する、安倍内閣の一連の対応を、評価しま
すか。評価しませんか。

「圧力の強化」４０％、
「対話の努力」４５％と割れた。
安倍内閣の支持率は３８％
（前回８月調査は３５％）
で、
不支持率３８％（同４５％）と並んだ。回復傾向にはある
ものの、無党派層の支持率は１７％と依然低い。
北朝鮮に対し、対話と圧力のどちらに重点を置く方がよ
いかは、自民支持層では「圧力」４９％が「対話」４１％
を上回ったが、無党派層は「圧力」３７％、
「対話」４５％
と逆転した。男女別では男性が「圧力」４９％、
「対話」３
８％に対し、女性は５２％が「対話」と答え、
「圧力」３２％
だった。
北朝鮮問題への安倍内閣の一連の対応については、
「評価
する」
「評価しない」ともに３９％と分かれた。
「評価する」
は、
自民支持層では５８％と高かったが、
無党派層は３０％
にとどまった。ミサイル発射の際の政府や自治体の情報提
供のあり方も「適切だった」４２％、
「適切ではなかった」
３９％と評価が割れた。
学校法人「加計学園」の獣医学部新設や、森友学園への
国有地売却の問題をめぐる安倍晋三首相の説明は、７９％
が「十分でない」と答え、
「十分だ」１１％を大きく上回っ
た。
「十分でない」は内閣支持層でも６８％、不支持層では
９５％だった。
加計学園などの問題について、秋の国会で、積極的に解
明に取り組む「必要がある」は５２％、
「必要はない」３７％
だった。自民支持層は「必要はない」５２％が「必要があ
る」３９％を上回ったが、無党派層では「必要がある」５
７％、
「必要はない」３０％だった。
■質問と回答
（数字は％。小数点以下は四捨五入。質問文と回答は一部
省略。◆は全員への質問。◇は枝分かれ質問で該当する回
答者の中での比率。
〈 〉内の数字は全体に対する比率。丸
カッコ内の数字は８月５、６日の調査結果）
◆あなたは、安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。
支持する３８（３５）
支持しない３８（４５）
その他・答えない２４（２０）
◇（
「支持する」と答えた３８％の人に）それはどうしてで
すか。
（選択肢から一つ選ぶ＝択一）
首相が安倍さん１３〈５〉▽自民党中心の内閣１７〈７〉
▽政策の面１６〈６〉▽他よりよさそう５１〈２０〉▽そ
の他・答えない３〈０〉
◇（
「支持しない」と答えた３８％の人に）それはどうして
ですか。
（択一）
首相が安倍さん１９〈７〉▽自民党中心の内閣２３〈９〉
▽政策の面４７〈１８〉▽他のほうがよさそう７〈３〉▽
その他・答えない４〈１〉
◆あなたは今、どの政党を支持していますか。政党名でお
答えください。
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北朝鮮の核実験やミサイル発射をやめさせるために、国
際社会が北朝鮮に対し、対話と圧力のどちらを重視すべき
かを聞くと、
「圧力重視」５１％が「対話重視」３８％を上
回った。北朝鮮問題への対応を巡る安倍首相の一連の首脳
外交を「評価する」は５０％、
「評価しない」は３７％。陸
上型イージスシステム「イージスアショア」の導入方針は
「賛成」６４％、
「反対」２２％だった。

評価する３９
評価しない３９
その他・答えない２２
◆あなたは、北朝鮮が弾道ミサイルを発射した際、日本政
府や自治体による国民への情報提供のあり方は、適切だっ
たと思いますか。適切ではなかったと思いますか。
適切だった４２
適切ではなかった３９
その他・答えない１９
◆あなたは、北朝鮮の弾道ミサイルや核実験に対して、日
本政府は、次のどちらにより重点を置くほうがよいと思い
ますか。圧力の強化ですか。対話の努力ですか。
圧力の強化４０
対話の努力４５
その他・答えない１５
◆たばこについてうかがいます。厚生労働省は受動喫煙を
防ぐため、法律を改正し、飲食店や居酒屋を原則禁煙にす
ることを目指していましたが、自民党内の反対で、改正案
の国会への提出ができませんでした。あなたは、この秋の
国会で、原則禁煙にするように、法律を改正すべきだと思
いますか。そうは思いませんか。
改正すべきだ４４
そうは思わない４７
その他・答えない９
◆脳死や臓器移植についてうかがいます。脳死とは、人工
呼吸器で心臓が動いていても、
脳の働きがすべて止まって、
回復しない状態をいいます。あなたは、自分が脳死と判定
された場合、心臓などの臓器を提供したいと思いますか。
提供したくないと思いますか。
提供したい５８
提供したくない２９
その他・答えない１３
◆臓器移植法では、本人の意思がわからない時、家族の同
意があれば臓器の提供ができます。もしあなたの家族のだ
れかが脳死と判定された場合、提供に賛成しますか。反対
しますか。
賛成４９
反対３２
その他・答えない１９

ＮＨＫ世論調査 内閣支持率「支持する」が３か月ぶりに上
回る
NHK9 月 11 日 19 時 04 分

ＮＨＫの世論調査によりますと、安倍内閣を「支持する」
と答えた人は、先月より５ポイント上がって４４％だった
のに対し、
「支持しない」と答えた人は、７ポイント下がっ
て３６％で、３か月ぶりに、
「支持する」が「支持しない」
を上回りました。
ＮＨＫは、今月８日から３日間、全国の１８歳以上の男女
を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と
携帯電話の番号に電話をかける「ＲＤＤ」という方法で世
論調査を行いました。調査の対象となったのは２２７３人
で、５７％に当たる１２８５人から回答を得ました。
それによりますと、安倍内閣を「支持する」と答えた人は、
先月よりも５ポイント上がって４４％だったのに対し、
「支
持しない」と答えた人は、７ポイント下がって３６％で、
３か月ぶりに「支持する」が「支持しない」を上回りまし
た。
支持する理由では、
「他の内閣より良さそうだから」が５
０％、
「実行力があるから」が１６％、
「支持する政党の内
閣だから」が１５％でした。逆に、支持しない理由では、
「人柄が信頼できないから」が３５％、
「政策に期待が持て
ないから」が３３％、
「実行力がないから」が１２％となっ
ています。
北朝鮮は、先月、日本の上空を通過する弾道ミサイルを発
射したのに続き、今月３日にＩＣＢＭ＝大陸間弾道ミサイ
ルに搭載するための水爆の実験に成功したと発表しました。
こうした北朝鮮の行動に不安を感じるか聞いたところ、
「大
いに不安を感じる」が５２％、
「ある程度不安を感じる」が
３５％、
「あまり不安を感じない」が７％、
「まったく不安
を感じない」が２％でした。

内閣支持５割回復、北への「圧力重視」５１％
読売新聞 2017 年 09 月 11 日 21 時 38 分
読売新聞社は８～１０日、全国世論調査を実施した。
安倍内閣の支持率は５０％で、
前回調査
（８月３～４日）
の４２％から８ポイント上昇した。不支持率は３９％（前
回４８％）に下がり、３か月ぶりに支持が不支持を上回っ
た。ただ、今回の支持率は、前月比で１２ポイント下落し
た６月調査の４９％とほぼ同水準にとどまっている。
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安倍総理大臣は、北朝鮮による弾道ミサイル発射や核実験
を受けて、アメリカや韓国ロシアの首脳などと、相次いで
電話会談などを行い、今は対話の時期ではなく、圧力強化
が必要だとして、国際社会の連携を呼びかけています。
こうした対応を評価するか聞いたところ、
「大いに評価する」
が２１％、
「ある程度評価する」が４８％、
「あまり評価し
ない」が１８％、
「まったく評価しない」が７％でした。
国連安全保障理事会では、北朝鮮に厳しい制裁が必要だと
するアメリカや日本と、制裁に慎重な中国やロシアとの間
で協議が行われ、石油の輸出禁止などを盛り込んだ新たな
決議が採択されるかどうかが焦点となっています。
北朝鮮への石油の輸出禁止が必要だと思うか聞いたところ、
「必要だ」が４９％、
「必要ではない」が１２％、
「どちら
ともいえない」が３１％でした。
民進党の代表選挙で、前原元外務大臣が新しい代表に選ば
れました。
前原代表に期待するか聞いたところ、
「大いに期待する」が
７％、
「ある程度期待する」が２９％、
「あまり期待しない」
が３６％、
「まったく期待しない」が２２％でした。
民進党の前原代表は、山尾志桜里氏の幹事長への起用を断
念し山尾氏は、既婚男性との交際疑惑をめぐる報道を受け
て、離党しました。
このことが、民進党に影響があると思うか聞いたところ、
「大いに影響がある」が２４％、
「ある程度影響がある」が
４２％、
「あまり影響はない」が２０％、
「まったく影響は
ない」が６％でした。
民進党の代表選挙では、次の衆議院選挙に向けて、共産党
などとの野党連携の在り方が論点の一つとなりました。
民進党と共産党などとの野党連携を続けたほうがいいと思
うかどうか聞いたところ、
「続けたほうがいい」が２２％、
「続けないほうがいい」が２９％、
「どちらともいえない」
が４１％でした。
官房長官「一喜一憂すべきでない」
菅官房長官は午後の記者会見で、
「内閣支持率は低いより高
いほうがよいが、１つ１つの支持率の動向に一喜一憂すべ
きではないというのが政府の基本的な考え方だ。国民の声
に謙虚に耳を傾けながら、国民の負託に応え、信頼を得て
いけるよう努力していきたい」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は「国民の安全・安心を確保し、
経済の再生を最優先の課題として、経済の好循環を確立す
るために、全力をあげて取り組んでいきたい」と述べまし
た。
ＮＨＫ世論調査 新党結成の動き「期待しない」５０％余り
に
NHK9 月 12 日 4 時 02 分
ＮＨＫの世論調査で、東京都の小池知事に近い若狭衆議院
議員らの新党結成の動きに期待するかどうか聞いたところ、
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「期待する」
が３０％台後半だったのに対し、
「期待しない」
が５０％余りでした。

ＮＨＫは今月８日から３日間、全国の１８歳以上の男女を
対象に、コンピューターで無作為に発生させた固定電話と
携帯電話の番号に電話をかける「ＲＤＤ」という方法で世
論調査を行いました。
調査の対象となったのは２２７３人で、５７％に当たる１
２８５人から回答を得ました。
東京都の小池知事に近い若狭衆議院議員は、２大政党制を
実現するための受け皿をつくりたいとして、年内にも新党
の結成を目指しています。
若狭氏らの新党結成の動きに期待するかどうか聞いたとこ
ろ、
「大いに期待する」が１０％、
「ある程度期待する」が
２７％、
「あまり期待しない」が３８％、
「全く期待しない」
が１６％でした。
衆議院の解散・総選挙をいつ行うべきだと思うか聞いたと
ころ、
「年内」が１４％、
「年明けの早い時期」が１４％、
「来年度予算が成立したあとの春から夏ごろ」が２５％、
「来年１２月の任期満了かそれに近い時期」が３３％でし
た。
現在、運転を停止している原子力発電所の運転を再開する
ことに賛成か反対か聞いたところ、
「賛成」が２１％、
「反
対」が３８％、
「どちらともいえない」が３３％でした。
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ＮＨＫの世論調査によりますと、各党の支持率は、自民党
が３７．７％、民進党が６．７％、公明党が３．１％、共
産党が２．６％、日本維新の会が１．１％、自由党が０．
３％、社民党が０．５％、
「特に支持している政党はない」
が４０．８％でした。

