ＡＮＮ世論調査 2018 年 3 月調査 詳報
【調査日】2018 年 3 月 24･25 日(土･日曜日)【調査方法】
電話調査（RDD 方式）
【対象】全国 18 歳以上の男女 1606 人【有効回答率】66.7％

2018 年 3 月 26 日
ＡＮＮ世論調査
【報ステ】内閣支持率 32.6％に急落 森友問題
ＡＮＮ2018/03/26 23:30
佐川前国税庁長官の証人喚問を 27 日に控え、国会では
森友学園をめぐる文書改ざん問題について集中審議が行わ
れた。安倍総理は「すべてを明らかにするために徹底的に
調査を行い、
全容を解明しなければならない」
と強調した。
野党側は改めて安倍昭恵夫人の証人喚問を要求。合わせて
総理の政務秘書官である今井尚哉氏の証人喚問も求めた。
一方、外交面で、日米関係の蜜月に揺らぎが出ている。先
週、トランプ大統領は鉄鋼とアルミニウムに対する新たな
関税を発表。同盟国である EU＝ヨーロッパ連合や韓国は
対象外としたが、日本は当面、中国とともに関税の対象と
なる。
安倍総理は
「日本は日本の国益を最大化するために、
これからも努力していきたい」と述べた。こうしたなか、
報道ステーションの世論調査で、安倍内閣の支持率が先月
の調査に比べて 10 ポイント以上急落し、
32.6％となった。
森友問題の責任を取って内閣総辞職する必要があると思う
人は 48％。昭恵夫人を国会に招致する必要があると答えた
人は 63％だった。また、9 月に予定されている自民党総裁
選で「次の総裁は誰が良いか」と聞いたところ、安倍総理
は、
石破元幹事長、
小泉筆頭副幹事長に次ぐ 3 番目だった。

内閣支持率
あなたは、安倍晋三連立内閣を支持しますか、支持しませ
んか？
支持する 32.6% (前回比-11.7)
支持しない 54.9% (前回比+13.2)
わからない、答えない 12.5% (前回比-1.5)
支持する理由は何ですか？次の 6 つから 1 つを選んで下さ
い。
安倍総理の人柄が信頼できるから 11.5%
支持する政党の内閣だから 19.8%
政策に期待が持てるから 16.3%
大臣の顔ぶれが良いから 1.7%
他の内閣より良さそうだから 37.8%
その他 9.7%
わからない、答えない 3.2%
支持しない理由は何ですか？次の 6 つから 1 つを選んで下
さい。
安倍総理の人柄が信頼できないから 41.4%
支持する政党の内閣でないから 7.3%
政策に期待が持てないから 24.8%
大臣の顔ぶれが良くないから 5.1%
他の内閣の方が良さそうだから 3.7%
その他 12.1%
わからない、答えない 5.6%

安倍内閣の支持率は 32.6％ 2 ケタの急落 ANN 世論調査
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ANN の世論調査で、安倍内閣の支持率が先月の調査に
比べて 11.7 ポイント急落し、32.6％になりました。
調査は 24 日、25 日に行いました。安倍内閣を支持する
と答えた人は 32.6％で、支持しないと答えた人は 13.2 ポ
イント増えて 54.9％でした。政党の支持率では、自民党が
40.3％で 4.8 ポイント下がりました。立憲民主党は 2.9 ポ
イント増えて 16.2％でした。森友学園を巡る国有地売却に
ついて、安倍総理大臣の昭恵夫人を国会に招致する必要が
あると答えた人は 63％でした。また、一連の問題の責任を
取って内閣総辞職するべきだと答えた人は 48％で、総辞職
する必要はないと答えた人は 39％でした。

政党支持率
党 名

支持率（％） 前回比

自民党

40.3%

-4.6

立憲民主党

16.2%

2.9

希望の党

0.9%

-0.2

公明党

3.8%

0.1

共産党

4.9%

-0.5

日本維新の会

1.1%

-1.2

社民党

1.3%

-0.5

民進党

3.7%

2.2

自由党

0.3%

0.2

その他

0.8%

0.3

支持なし、わからない、答えない 26.7%
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次の自民党総裁
自民党の総裁選挙が 9 月に予定されています。あなたは、
次の自民党総裁は、誰がよいとお考えですか？次の 7 人か
ら 1 人を選んで下さい。
安倍晋三（あべしんぞう） 19%
石破 茂（いしばしげる） 25%
岸田文雄（きしだふみお） 8%
小泉進次郎（こいずみしんじろう） 23%
河野太郎（こうのたろう） 3%
野田聖子（のだせいこ） 3%
その他の議員 1%
わからない、答えない 18%

米朝首脳会談
アメリカのトランプ大統領は、北朝鮮のキムジョンウン委
員長の提案を受けて、5 月までに首脳会談を行う方針を発
表しました。あなたは、この話し合いが、北朝鮮のミサイ
ル、核兵器開発をやめさせることにつながっていくと思い
ますか、思いませんか？
思う 22%
思わない 62%
わからない、答えない 16%
北朝鮮に対する日本の姿勢
あなたは、北朝鮮に対する日本の姿勢は、圧力の重視と、
話し合い重視とでは、どちらであるべきだと思いますか？
圧力の重視 40%
話し合い重視 41%
わからない、答えない 19%

麻生大臣の責任
財務省は、森友学園への国有地取引にあたって作られた公
文書を、書き換えて改ざんしていたことを認めました。あ
なたは、麻生大臣は、文書が改ざんされていた責任をとっ
て、
大臣を辞める必要があると思いますか、
思いませんか？
思う 58%
思わない 30%
わからない、答えない 12%

日朝首脳会談への期待
あなたは、安倍総理が、北朝鮮のキムジョンウン委員長と
首脳会談を行うことを、期待しますか、期待しませんか？
期待する 52%
期待しない 38%
わからない、答えない 10%

昭恵氏の国会招致
立憲民主党など野党 6 党は、この国有地取引について、安
倍昭恵氏を国会に呼んで、
事情を聞くことを求めています。
あなたは、その必要があると思いますか、思いませんか？
思う 63%
思わない 30%
わからない、答えない 7%
安倍総理の責任
あなたは、安倍総理は、森友学園をめぐる問題の一連の責
任をとって、総理大臣を辞めて内閣総辞職する必要がある
と思いますか、思いませんか？
思う 48%
思わない 39%
わからない、答えない 13%
前川前次官を呼んだ授業
名古屋市の中学校が、文部科学省の事務次官だった前川喜
平氏を呼んで、
授業を行ったことについて、
お伺いします。
文部科学省は、自民党の国会議員が関わって、2 回に渡っ
て、名古屋市の教育委員会に問いただしていました。あな
たは、これは問題だと思いますか、思いませんか？
思う 58%
思わない 22%
わからない、答えない 20%
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