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2018年 7月 13～16日 

世論調査（時事、朝日） 

 

内閣支持微増３７％＝５割が「不信任に値」－時事世論調

査 

 

 時事通信が６～９日に実施した７月の世論調査で、安倍

内閣の支持率は前月比１．５ポイント増の３７．０％、不

支持率は２．５ポイント減の４０．９％となった。支持率

上昇は５カ月ぶり。史上初の米朝首脳会談の実現など北朝

鮮情勢が変化している中、外交を重視し、政権の不安定化

を嫌う気分が広がった面もあるとみられる。 

 ただ、不支持が支持を上回る状況は５カ月続いている。

主要野党が内閣不信任決議案の提出を検討していることを

踏まえ、森友・加計学園などの問題への安倍内閣の対応が

不信任に値するかどうかを尋ねたところ、「値する」４９．

５％、「値しない」２８．１％となり、政権不信が根強いこ

とが浮き彫りになった。 

 内閣を支持する理由（複数回答）は、多い順に「他に適

当な人がいない」１６．８％、「リーダーシップがある」８．

９％、「首相を信頼する」７．８％。支持しない理由（同）

は、「首相を信頼できない」２５．９％、「期待が持てない」

１７．９％、「政策が駄目」１０．９％などとなった。 

 

 政党支持率は、自民党が前月比０．４ポイント減の２５．

４％、立憲民主党も０．５ポイント減の４．７％。以下、

公明党３．７％、共産党２．１％、日本維新の会１．１％、

社民党１．０％、国民民主党０．６％など。支持政党なし

は５８．２％だった。 

 調査は西日本豪雨で被害を受けた広島県の一部を除く全

国１８歳以上の男女１９９１人を対象に個別面接方式で実

施。有効回収率は６１．８％だった。（時事通信2018/07/13-

15:05） 

 

参院６増、５割が反対＝カジノ法案は６割－時事世論調査 

 時事通信の７月の世論調査で、自民党が提出した参院の

定数を６増やす公職選挙法改正案について尋ねたところ、

「反対」が４９．８％となり、「賛成」２３．３％を大きく

上回った。 

 支持政党別では、自民党支持層でも「反対」が４５．０％

にのぼり、「賛成」は３２．３％にとどまった。公明党支持

層も「反対」と「賛成」が３４．８％で拮抗（きっこう）

したほか、反対と回答したのは、立憲民主党支持層で７０．

７％、国民民主党支持層で６２．５％だった。 

 一方、カジノを中核とする統合型リゾート（ＩＲ）実施

法案への賛否を聞いたところ、「賛成」２２．１％、「反対」

６１．７％、「どちらとも言えない・分からない」１６．２％

となった。 

 調査は６～９日、西日本豪雨で被害を受けた広島県の一

部を除く全国の１８歳以上の男女１９９１人を対象に個別

面接方式で実施。有効回収率は６１．８％。（時事通信

2018/07/13-15:10） 

 

安倍内閣の災害対応「評価しない」４５％ 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル2018年7月16日04時57分 

安倍政権

が５年半続いている理由は… 

 朝日新聞社が１４、１５両日の世論調査で、西日本を襲

った豪雨災害について、安倍内閣の対応を評価するか尋ね

たところ、「評価する」は３２％で、「評価しない」の４５％

を下回った。 

世論調査―質問と回答〈７月１４、１５日実施〉 

今国会カジノ法案成立「必要ない」７６％ 朝日世論調査 

ＳＮＳ参考にする層ほど内閣支持率高め 朝日世論調査 

 豪雨対応をめぐっては、安倍晋三首相が「政府一丸とな

って全力で取り組んできた」と強調する一方、約１１万人

に避難指示が出た５日夜に首相が自民党議員との酒席に出

席したことへの批判が出ている。 

 加計学園の獣医学部新設を巡り、これまでの首相や加計

孝太郎理事長の説明で、加計学園が優遇されたとの疑惑は

晴れたかどうかを尋ねた。「晴れていない」は８３％、「晴

れた」は８％。内閣支持層でも「晴れていない」は６９％、

「晴れた」は１７％だった。 
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 森友学園の国有地売却を巡る問題や、加計学園の問題へ

の解明についても聞いた。「国会が引き続き解明に取り組む

べきだ」は５０％、「その必要はない」が４１％だった。 

 自民党総裁選を９月に控える中、第２次安倍政権への評

価も尋ねた。政権が長く続いている理由を四つの選択肢か

ら選んでもらったところ、「他に期待できる人や政党がない

から」が６９％で最多だった。「安倍さんの政治姿勢や政策

がよいから」は１０％、「政治に変化を求めていないから」

１０％、「景気がよいから」７％だった。内閣支持層でも「他

に期待できる人や政党がない」が６０％を占めた。 

 ５年半の安倍政権の実績をどの程度評価するか尋ねると、

「大いに」と「ある程度」を合わせた「評価する」は５９％、

「あまり」と「まったく」を合わせた「評価しない」は４

０％だった。 

 次の自民党総裁に誰がふさわしいか、候補と目される４

氏を挙げて聞いたところ、安倍首相２８％、石破茂・元幹

事長２３％、野田聖子総務相７％、岸田文雄政調会長５％、

「この中にはいない」３３％だった。 

 政治や社会の出来事を知る際に、一番参考にするメディ

アを尋ねたところ、最多は「テレビ」４４％、次いで「イ

ンターネットのニュースサイト」２６％、「新聞」２４％、

「ツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳ」４％だった。 

 参考にするメディアによって、内閣支持率に違いがあっ

た。「ツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳ」と答えた

層の内閣支持率は４８％。「インターネットのニュースサイ

ト」４２％、「テレビ」３８％、「新聞」３２％の順だった。 

 

今国会カジノ法案成立「必要ない」７６％ 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル2018年7月15日22時20分 

カジノ法案、今国

会で成立は… 

 朝日新聞社が１４、１５両日に実施した全国世論調査（電

話）で、政府・与党が成立を目指す、カジノを含む統合型

リゾート（ＩＲ）実施法案を今国会で成立させるべきか尋

ねたところ、「その必要はない」が７６％で、前回調査（６

月１６、１７日）の７３％よりやや増えた。「今の国会で成

立させるべきだ」は１７％（前回１７％）にとどまった。 

世論調査―質問と回答〈７月１４、１５日実施〉 

 内閣支持層でも「必要はない」６４％が、「成立させるべ

きだ」２９％を上回った。公明支持層では「必要はない」

が７割を超え、無党派層では８１％に上った。女性の反発

が強く、「必要はない」は８４％だった。 

 この法案をめぐっては、西日本豪雨の被害が続く中、政

府・与党は参院での審議を続行。法案を担当する石井啓一

国土交通相は河川や道路復旧を所管しているため、野党か

らこの時期の法案審議に批判が出ている。 

 さらに与党が今国会での成立を目指す、参院の議員定数

を６増やし、比例区に特定枠を設ける公職選挙法改正案に

ついても聞いた。「反対」５６％、「賛成」２４％で、同様

の質問をした前回調査は「反対」４９％だった。自民支持

層でも「反対」４６％、「賛成」３６％と反対が上回った。

公明支持層でも「反対」が「賛成」を上回り、法案への支

持が広がっていない。無党派層では「反対」５７％、「賛成」

１８％だった。 

 内閣支持率は３８％（前回３８％）、不支持率は４３％（同

４５％）となり、５カ月連続で不支持が支持を上回った。 

 

ＳＮＳ参考にする層ほど内閣支持率高め 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル三輪さち子 2018年 7月 16日 04時 57

分 

 

 ＳＮＳやネットの情報を参考にする層は、内閣支持率高

め――。 

 朝日新聞社が１４、１５両日に実施した世論調査で、政

治や社会の出来事を知る際、どんなメディアを一番参考に

するかを尋ねた。すると、「ツイッターやフェイスブックな

どのＳＮＳ」「インターネットのニュースサイト」と答えた

層は、内閣支持率が高い傾向が見られた。「テレビ」と答え

た層の支持率は全体の支持率とほぼ同じで、「新聞」と答え

た層は支持率が低かった。 

 政治や社会の出来事について情報を得るとき、一番参考

にするメディアを四つの中から選んでもらったところ、「テ

レビ」が４４％で最も高く、次いで「インターネットのニ

ュースサイト」２６％、「新聞」２４％、「ツイッターやフ

ェイスブックなどのＳＮＳ」４％だった。 

 年代別に見ると、１８～２９歳は「ネット」３８％、「テ

レビ」３５％、「ＳＮＳ」１６％、「新聞」８％の順。３０

代は「ネット」５３％、「テレビ」２８％、「新聞」１２％、

「ＳＮＳ」７％の順だった。４０代以上はいずれも「テレ

ビ」が最多で、年齢層が上がるほど「新聞」の割合が増え、
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「ネット」や「ＳＮＳ」の割合が減った。 

 次に、参考にするメディア別の内閣支持率をみると、最

も支持率が高かったのは「ＳＮＳ」と答えた層で４８％（不

支持率２２％）。次に「ネット」と答えた層は４２％（同３

８％）、「テレビ」は３８％（同４１％）、「新聞」は３２％

（同５４％）だった。回答した人全体の内閣支持率は３８％

（同４３％）だった。 

 新聞の購読層と政治意識をめぐっては、麻生太郎・副総

理兼財務相が６月、自民支持が高いのは１０代から３０代

だとして、「一番新聞を読まない世代だ。新聞を読まない人

は、全部自民党なんだ」と発言した。 

 今回の調査で、年代別に支持政党をみると、１８～２９

歳の自民支持は３２％で、全体の自民支持の３４％とほぼ

同じ。「無党派層」が最も多く、５７％を占めた。３０代で

は自民支持が３７％だった。 

 参考にするメディア別の自民支持を見ると、内閣支持率

ほどの大きな違いはなかった。「ＳＮＳ」と答えた層の自民

支持は３４％、「ネット」と答えた層は３７％、「テレビ」

は３４％、「新聞」は３２％だった。どのメディアを参考に

する層でも、「無党派層」が最も多かった。（三輪さち子） 

 

世論調査―質問と回答〈７月１４、１５日実施〉 

朝日新聞デジタル2018年7月15日22時19分 

（数字は％。小数点以下は四捨五入。◆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、６月１

６、１７日の調査結果） 

◆いまの政治などについてうかがいます。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（３８） 

 支持しない ４３（４５） 

 その他・答えない １９（１７） 

◇（「支持する」と答えた人に）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 １６〈６〉 

 政策の面 １８〈７〉 

 他よりよさそう ５３〈２０〉 

 その他・答えない １〈０〉 

◇（「支持しない」と答えた人に）それはどうしてですか。

（択一） 

 首相が安倍さん １８〈８〉 

 自民党中心の内閣 ２５〈１１〉 

 政策の面 ４０〈１７〉 

 他のほうがよさそう １１〈５〉 

 その他・答えない ５〈２〉 

◆あなたは、いま、どの政党を支持していますか。政党名

でお答えください。 

 自民党 ３４（３４） 

 立憲民主党 ８（９） 

 国民民主党 １（１） 

 公明党 ４（３） 

 共産党 ３（３） 

 日本維新の会 １（１） 

 自由党 ０（０） 

 希望の党 ０（０） 

 社民党 １（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 ３９（４０） 

 答えない・分からない ８（８） 

◆９月に自民党の総裁選挙があります。あなたは、次の自

民党総裁にふさわしいのは誰だと思いますか。（択一） 

 安倍晋三さん ２８（２７） 

 石破茂さん ２３（２３） 

 岸田文雄さん ５（５） 

 野田聖子さん ７（７） 

 この中にはいない ３３（３３） 

 その他・答えない ４（５） 

◆第２次安倍政権が発足して５年半が経ちました。安倍首

相のこれまでの実績全体について、あなたはどの程度評価

しますか。（択一） 

 大いに評価する ７ 

 ある程度評価する ５２ 

 あまり評価しない ３０ 

 まったく評価しない １０ 

 その他・答えない １ 

◆安倍政権が５年半続いている理由は何だと思いますか。

あなたの考えに最も近いものを、次の四つの中から一つだ

け選んでください。（択一） 

 安倍さんの政治姿勢や政策がよいから １０ 

 景気がよいから ７ 

 政治に変化を求めていないから １０ 

 他に期待できる人や政党がないから ６９ 

 その他・答えない ４ 

◆話は変わりますが、今回、西日本を中心に大きな被害を

もたらした豪雨災害について、あなたは、安倍内閣の対応

を評価しますか。評価しませんか。 

 評価する ３２ 

 評価しない ４５ 

 その他・答えない ２３ 

◆ところで、政府は、ギャンブルができるカジノの入場料

などを定めた法案の成立を今の国会で目指しています。こ

の法案が成立すると、カジノが実際に国内でできるように

なります。あなたは、この法案を今の国会で成立させるべ

きだと思いますか。その必要はないと思いますか。 
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 今の国会で成立させるべきだ １７（１７） 

 その必要はない ７６（７３） 

 その他・答えない ７（１０） 

◆与党は、参議院の定数を六つ増やす公職選挙法の改正案

を、今の国会で成立させる方針です。この改正案は、比例

区では優先的に当選できる枠を新たに設けて定数を増やし、

選挙区でも一票の格差を是正するために定数を増やします。

あなたは、この改正案に賛成ですか。反対ですか。 

 賛成 ２４ 

 反対 ５６ 

 その他・答えない ２０ 

◆安倍首相の友人が理事長を務める、学校法人「加計学園」

の獣医学部新設を巡る問題についてうかがいます。これま

での安倍首相や加計理事長の説明によって、加計学園が優

遇されたのではないかという疑惑は晴れたと思いますか。

それとも、疑惑は晴れていないと思いますか。 

 疑惑は晴れた ８ 

 疑惑は晴れていない ８３ 

 その他・答えない ９ 

◆あなたは、森友学園や加計学園を巡る問題について、国

会が引き続き解明に取り組むべきだと思いますか。その必

要はないと思いますか。 

 引き続き解明に取り組むべきだ ５０（５７） 

 その必要はない ４１（３２） 

 その他・答えない ９（１１） 

◆話は変わりますが、高校野球についてうかがいます。あ

なたは、高校野球に関心がありますか。関心はありません

か。 

 関心がある ６０ 

 関心はない ３６ 

 その他・答えない ４ 

◇（「関心がある」と答えた人に）高校野球で改めた方がよ

い課題はどんなところにあると思いますか。最も重要だと

思うものを、次の四つの中から一つだけ選んでください。

（択一） 

 長時間の練習 ８〈５〉 

 他県からの選手集め ３２〈１９〉 

 過密日程や暑さによる負担 ３５〈２１〉 

 厳しすぎる上下関係 １４〈８〉 

 その他・答えない １２〈７〉 

◇（「関心はない」と答えた人に）その理由は何ですか。（択

一） 

 他のスポーツの方が好きだから １９〈７〉 

 スポーツ全般に興味がないから ３２〈１２〉 

 高校野球を身近に感じないから ４４〈１６〉 

 その他・答えない ５〈１〉 

◆全国高校野球選手権大会は今年で１００回目を迎えます。

夏の高校野球の魅力は、どんなところにあると思いますか。

（択一） 

 ドラマチックな試合 ９ 

 ひたむきなプレー ４２ 

 ヒーローの出現 ４ 

 郷土のチームの活躍 ２１ 

 夏の風物詩 １８ 

 その他・答えない ６ 

◆ところで、あなたが、政治や社会の出来事についての情

報を得るとき、一番参考にするメディアは何ですか。（択一） 

 新聞 ２４ 

 テレビ ４４ 

 インターネットのニュースサイト ２６ 

 ツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳ ４ 

 その他・答えない ２ 

〈調査方法〉 コンピューターで無作為に電話番号を作成

し、固定電話と携帯電話に調査員が電話をかけるＲＤＤ方

式で、１４、１５の両日に全国の有権者を対象に調査した

（固定は福島県の一部を除く）。固定は有権者がいると判明

した１９１３世帯から９３３人（回答率４９％）、携帯は有

権者につながった２０７２件のうち１００８人（同４９％）、

計１９４１人の有効回答を得た。 
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