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2019年2月17～18日① 

世論調査（共同・琉球新報・沖縄タイムス、朝日、日経） 

＜紙面は続報＞ 

 

辺野古移設「反対」、7割に迫る 沖縄県民投票の世論調査 

2019/2/17 18:182/17 18:27updated 共同通信社 

 

米軍普天間飛行場移設のための埋め立てが進む沖縄県名護市辺

野古の沿岸部＝14日午前（小型無人機から） 

 共同通信社は16、17両日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾

市）の名護市辺野古移設を巡る県民投票について、電話世論調査

を実施した。投票に行くと答えた人のうち「反対」を挙げた人は

67.6％で、「賛成」は 15.8％、「どちらでもない」は 13.1％だっ

た。政府は投票結果を尊重するべきだとの回答は 86.3％に上っ

た。 

 期日前投票や不在者投票を済ませたという人を含め、投票に行

くと答えたのは 94.0％だったが、県民投票は投票率が焦点の一

つとなっており、実際の投票率により結果は変わる可能性がある。 

 

辺野古埋め立て「反対」５９％ 沖縄県民投票で朝日調査 

朝日新聞デジタル2019年2月17日21時39分  

辺野古埋め立てに… 

 米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設計画をめぐり、名

護市辺野古の埋め立ての是非を問う沖縄県民投票が２４日に行

われる。朝日新聞社が１６、１７両日、沖縄県民を対象に電話に

よる世論調査を実施したところ、県民投票で問われる３択のうち、

埋め立てに「反対」の５９％が、「賛成」の１６％、「どちらでも

ない」の２１％を上回った。 

 今回の調査は県内の有権者全体が対象で、実際には投票に行か

ない人も含まれるため、投票結果を直接示すものではない。 

 今回の県民投票に「関心がある」と答えたのは、「大いに」５

１％、「ある程度」３３％を合わせて８４％に上った。「あまり関

心はない」は１２％、「全く関心はない」は２％にとどまった。

「大いに関心がある」と答えた層では、埋め立てに「反対」８２％、

「賛成」１２％、「どちらでもない」５％だった。 

 県民投票に「必ず行く」は７１％、「行くと思う」は１４％だ

った。一般に「必ず行く」という回答は多くなる傾向があり、実

際の投票率を示すものではない。「必ず行く」と答えた層では、

「反対」７３％、「賛成」１４％、「どちらでもない」１０％だっ

た。 

 県民投票への関心や意欲が高い層ほど「反対」が高く、「どち

らでもない」が低くなる傾向がみられた。一方、若年層ではほか

の年代と比べて「どちらでもない」が多かった。 

 今回の県民投票の結果を政府は「尊重すべきだ」と答えた人は

８０％、「その必要はない」は１１％だった。また、基地負担軽

減について、安倍内閣が沖縄の意見をどの程度聞いていると思う

か聞くと、「全く」３９％と「あまり」３７％を合わせた７６％

が「聞いていない」と答えた。沖縄県の玉城デニー知事の支持率

は７５％、不支持率は１５％だった。 

 

世論調査―質問と回答〈沖縄県、２月１６、１７日実施〉 

朝日新聞デジタル2019年2月17日21時49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） 

辺野古埋め立て「反対」５９％ 沖縄県民投票で本社調査 

◆アメリカ軍普天間飛行場の、名護市辺野古への移設をめぐって、

今月２４日に県民投票が実施されます。あなたは、この県民投票

にどの程度関心がありますか。（選択肢から一つ選ぶ＝択一） 

 大いに関心がある ５１ 

 ある程度関心がある ３３ 

 あまり関心はない １２ 

 まったく関心はない ２ 

 その他・答えない ２ 

◆あなたは、こんどの県民投票では、投票に行くと思いますか。

（択一） 

 必ず行く ７１ 

 行くと思う １４ 

 できれば行きたい ９ 

 行かない ５ 

 その他・答えない １ 

◆こんどの県民投票では、普天間飛行場の代替施設として国が名

護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋め立てにつ

いて投票します。あなたは、仮にいま投票するとしたら、賛成、

反対、どちらでもない、のうち、どれに投票しますか。 

 賛成 １６ 

 反対 ５９ 

 どちらでもない ２１ 

 その他・答えない ４ 

◇（「どちらでもない」と答えた人に）あえて賛成か反対かを選

ぶとすれば、どちらに気持ちは近いですか。賛成ですか。反対で

すか。 

 賛成 ３１〈６〉 

 反対 ４５〈９〉 

 その他・答えない ２４〈６〉 

◆今回の県民投票の結果を、政府は尊重すべきだと思いますか。

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190217002798.html
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http://www.asahi.com/topics/word/名護市.html
http://www.asahi.com/topics/word/名護市.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/area/okinawa/
http://www.asahi.com/area/okinawa/
http://www.asahi.com/special/08003/
http://www.asahi.com/topics/word/投票率.html
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http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/名護市.html
http://www.asahi.com/topics/word/名護市.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/topics/word/米軍基地.html
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20190217002798.html
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その必要はないと思いますか。 

 尊重すべきだ ８０ 

 その必要はない １１ 

 その他・答えない ９ 

◆アメリカ軍基地が集中する沖縄の負担軽減について、あなたは、

安倍内閣が沖縄の意見をどの程度聞いていると思いますか。（択

一） 

 十分聞いている ４ 

 ある程度聞いている １７ 

 あまり聞いていない ３７ 

 まったく聞いていない ３９ 

 その他・答えない ３ 

◆あなたは、アメリカ軍の普天間飛行場を、名護市辺野古に移設

することに賛成ですか。反対ですか。 

 賛成 ２１ 

 反対 ６８ 

 その他・答えない １１ 

◆あなたは、沖縄の米軍基地は日本の安全保障にとって、どの程

度必要だと思いますか。（択一） 

 大いに必要だ １１ 

 ある程度必要だ ４２ 

 あまり必要ではない ２５ 

 まったく必要ではない １８ 

 その他・答えない ４ 

◆沖縄には、在日米軍専用の基地や施設の約７割が集中していま

す。あなたは、この状態は本土と比べて、負担が大きすぎると思

いますか。そうは思いませんか。 

 負担が大きすぎる ８８ 

 そうは思わない ９ 

 その他・答えない ３ 

◆ところで、あなたは、沖縄県の玉城デニー知事を支持しますか。

支持しませんか。 

 支持する ７５ 

 支持しない １５ 

 その他・答えない １０ 

◆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 ２４ 

 支持しない ６０ 

 その他・答えない １６ 

◆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 １７ 

 立憲民主党 ５ 

 国民民主党 １ 

 公明党 ２ 

 共産党 ４ 

 日本維新の会 １ 

 自由党 １ 

 希望の党 ０ 

 社民党 ３ 

 沖縄社大党 １ 

 その他の政党 ２ 

 支持する政党はない ４３ 

 答えない・分からない ２０ 

    ◇ 

 〈調査方法〉 １６、１７の両日、コンピューターで無作為に

作成した固定電話番号に調査員が電話をかけるＲＤＤ方式で、沖

縄県内の有権者を対象に調査した。有権者がいる世帯と判明した

番号は２１３８件、有効回答は１１２５人。回答率は５３％。 

 

辺野古移設「反対」67.6％ 沖縄県民投票の世論調査 

毎日新聞2019年2月17日 18時24分(最終更新 2月17日 18

時28分) 

 

 米軍普天間飛行場移設のための埋め立てが進む沖縄県名護市

辺野古の沿岸部＝14日午前（小型無人機から） 

 共同通信社は16、17両日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾

市）の名護市辺野古移設を巡る県民投票について、電話世論調査

を実施した。投票に行くと答えた人のうち「反対」を挙げた人は

67.6％で、「賛成」は 15.8％、「どちらでもない」は 13.1％だっ

た。政府は投票結果を尊重するべきだとの回答は 86.3％に上っ

た。  

【辺野古移設 県民投票が告示 3択で賛否問う】  

＜辺野古移設 沖縄県民投票、圧勝狙う反対勢力 焦点は投票率＞  

＜沖縄県民投票、圧勝狙う移設反対派 結果は夏の参院選に影響

も＞  

＜期日前投票始まる 玉城知事投票 埋め立ての賛否問う沖縄県

民投票＞  

 期日前投票や不在者投票を済ませたという人を含め、投票に行

くと答えたのは 94.0％だったが、県民投票は投票率が焦点の一

つとなっており、実際の投票率により結果は変わる可能性がある。

（共同）  

 

統計不正責任 過去の厚労相・官僚が3割超 本社世論調査  

2019/2/17 18:08日本経済新聞 電子版 

日本経済新聞社とテレビ東京による 15～17 日の世論調査で、

安倍内閣の支持率は 51%となり、53%だった 1月下旬の前回調

査から横ばいだった。不支持率は37%から42%に上がった。厚

生労働省の毎月勤労統計の不正問題で最も責任があるのは誰か

を聞くと「これまでの厚生労働大臣」が34%、「厚生労働省の官

僚」が31%だった。「安倍晋三首相」は16%、「根本匠厚労相」

は3%だった。 

http://www.asahi.com/topics/word/安倍内閣.html
http://www.asahi.com/topics/word/普天間飛行場.html
http://www.asahi.com/topics/word/名護市.html
http://www.asahi.com/topics/word/辺野古.html
http://www.asahi.com/topics/word/米軍基地.html
http://www.asahi.com/topics/word/在日米軍.html
http://www.asahi.com/area/okinawa/
http://www.asahi.com/topics/word/玉城デニー.html
http://www.asahi.com/topics/word/安倍内閣.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
http://www.asahi.com/topics/word/公明党.html
http://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本維新の会.html
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http://www.asahi.com/area/okinawa/
http://www.asahi.com/area/okinawa/
https://video.mainichi.jp/detail/video/6001944617001
https://mainichi.jp/articles/20190215/ddm/002/010/096000c
https://mainichi.jp/articles/20190214/k00/00m/040/235000c
https://mainichi.jp/articles/20190214/k00/00m/040/235000c
https://mainichi.jp/articles/20190215/k00/00m/010/038000c
https://mainichi.jp/articles/20190215/k00/00m/010/038000c
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統計不正問題で最も責任がある人に関しては、内閣支持層では

厚労官僚が37%で最多だった。次が過去の厚労相の35%で、首

相は 9%、根本厚労相は 3%だった。内閣不支持層ではトップは

過去の厚労相の34%。首相が28%、厚労官僚が25%、根本厚労

相は5%だった。 

野党は国会で安倍首相や根本厚労相ら現政権の政治家の責任

追及に力を入れてきたが、現時点では世論への広がりを欠く状況

がうかがえる。 

一方で統計不正問題で政府が組織的な隠蔽はなかったと説明

していることに「納得できない」は76%、「納得できる」が14%

だった。「納得できない」は内閣支持層でも64%に上り、不支持

層では93%だった。 

 

統計不正問題で、安倍首相（右）の責任が最もあると答えたの

は16%、根本厚労相（左）は3%だった 

内閣支持率を男女別にみると男性は54%、女性は48%だった。

自民党支持層では 88%、無党派層は前回より 6 ポイント減の

23%だった。 

安倍内閣を支持する理由（複数回答）では最多が「安定感があ

る」の41%、「国際感覚がある」の30%が続いた。不支持の理由

（複数回答）は「人柄が信頼できない」が41%と最も多かった。 

首相に期待する政策（複数回答）はトップが「社会保障の充実」

で47%。「景気回復」の40%が続いた。 

調査は日経リサーチが 15～17日に全国の 18歳以上の男女に

携帯電話も含めて乱数番号（RDD方式）による電話で実施。988

件の回答を得た。回答率は45.8%。 

 

与党で過半数維持49%、夏の参院選 野党「統一候補を」57% 改

憲勢力維持は47%  

2019/2/17 20:30日本経済新聞 電子版 

日本経済新聞社の 15～17 日の世論調査で夏の参院選につい

て聞いたところ、与党の自民、公明両党が「過半数を維持する方

がよい」と答えた人が49%と「維持しない方がよい」の39%を

上回った。一方、野党が「統一候補を立てるべきだ」は 57%と

「立てるべきではない」の 25%を大きく上回った。現時点では

与野党の対決構図を望む声が多いことがうかがえる結果となっ

た。 

与党が過半数を維持する方がよいと答えた人は内閣… 

 

「戦後最長の景気回復」、8割が実感せず 本社世論調査  

日本経済新聞社の世論調査で、政府が「戦後最長になった可能

性がある」と指摘している現在の景気回復について、78%が「実

感していない」と答えた。「実感している」の16%を大きく上回

った。内閣支持層や自民党支持層でも「実感していない」は7割

に達し、内閣不支持層では「実感していない」は91%だった。 

「実感し… 

 

元徴用工問題、政府対応「評価」64% 本社世論調査  

2019/2/17 21:00日本経済新聞 電子版 

日本経済新聞社の世論調査で、韓国の元徴用工訴訟問題をめぐ

って日本政府が第三国の委員を交えた仲裁委員会の設置申し入

れを検討していることを聞いたところ「評価する」が 64%だっ

た。「評価しない」は23%。内閣支持層では71%、内閣不支持層

でも 57%が「評価する」と答えた。野党支持層や無党派層でも

過半数がいまの日本政府の対応を評価した。 

韓国… 

 

◆本社定例世論調査 

日経新聞2019/2/17 

（2/15～2/17に実施。単位%、カッコ内は 1/25～1/27の前回

調査。四捨五入したため合計が 100%とならない場合がある。

内閣支持率は「いえない・わからない」と答えた人に「お気持

ちに近いのはどちらですか」と再度聞き、政党支持率は「いえ

ない・わからない」「支持政党なし」と回答した人に「強いて

言えばどの政党に好意を持っていますか」と再度聞いて、それ

ぞれの回答を反映している） 

Q1.あなたは安倍内閣を支持します

か、しませんか。 

支持する 51(53) 

支持しない 42(37) 

いえない・わからない 7(10) 

Q1SQ1.（「支持する」と回答した方に）

支持する理由は何ですか。 

自民党中心の内閣だから 22(23) 

政策がよい 11(14) 

国際感覚がある 30(32) 

指導力がある 21(22) 

安定感がある 41(46) 

人柄が信頼できる 15(16) 

清潔である 3(6) 

政府や党の運営の仕方がよい 8(9) 

その他 6(4) 

いえない・わからない 5(3) 
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Q1SQ2.（「支持しない」と回答した方

に）支持しない理由は何ですか。 

自民党中心の内閣だから 39(40) 

政策が悪い 31(32) 

国際感覚がない 11(17) 

指導力がない 13(17) 

安定感がない 15(15) 

人柄が信頼できない 41(42) 

清潔でない 16(17) 

政府や党の運営の仕方が悪い 31(34) 

その他 1(2) 

いえない・わからない 3(5) 

Q2.あなたは今、どの政党を支持して

いますか。ひとつだけお答えくださ

い。 

自民党 42(43) 

立憲民主党 9(9) 

国民民主党 1(1) 

公明党 3(4) 

共産党 4(4) 

日本維新の会 1(2) 

自由党 0(0) 

社民党 0(1) 

希望の党 0(0) 

その他の政党 0(0) 

支持・好意政党なし 33(33) 

いえない・わからない 6(4) 

Q3.夏の参院選で、あなたが投票した

い政党、または投票したい候補者がい

る政党はどこですか。ひとつだけお答

えください 

自民党 43(41) 

立憲民主党 15(12) 

国民民主党 2(1) 

公明党 5(5) 

共産党 4(4) 

日本維新の会 3(2) 

自由党 1(1) 

社民党 2(1) 

希望の党 0(0) 

その他の政党 0(1) 

まだ決めていない 17(20) 

いえない・わからない 8(13) 

Q4.夏の参院選で野党は統一候補を立

てて戦うべきだと思いますか、思いま

せんか。 

立てるべきだ 57 

立てるべきではない 25 

どちらともいえない 4 

いえない・わからない 13 

Q5.参院選の結果、与党である自民党

と公明党で過半数を維持する方がよ

いと思いますか、思いませんか。 

維持する方がよい 49 

維持しない方がよい 39 

どちらともいえない 3 

いえない・わからない 8 

Q6.憲法を改正するには衆議院と参議

院でそれぞれ 3 分の 2 以上の賛成が

必要です。夏の参院選で憲法改正に賛

成する勢力が参院の 3 分の 2 以上の

議席を維持する方がよいと思います

か、思いませんか。 

維持する方がよい 47 

維持しない方がよい 38 

どちらともいえない 3 

いえない・わからない 12 

Q7.安倍首相にどのような政策を期待

しますか。次の7つからいくつでもお

答えください。 

景気回復 40(42) 

財政再建 30(31) 

社会保障の充実 47(48) 

教育の充実 36(30) 

外交・安全保障 32(34) 

憲法改正 10(11) 

政治・行政改革 16(17) 

その他 0(1) 

いえない・わからない 7(6) 

Q8.厚生労働省の「毎月勤労統計」の

不正問題で、政府は「組織的な隠蔽は

なかった」と説明しています。あなた

はこの政府の説明に納得できますか、

できませんか。 

納得できる 14 



5 

 

納得できない 76 

どちらともいえない 2 

いえない・わからない 8 

Q9.「毎月勤労統計」の不正問題で、

最も責任があるのは次の誰だと思い

ますか。 

厚生労働省の官僚 31 

根本匠厚生労働大臣 3 

これまでの厚生労働大臣 34 

安倍首相 16 

その他 1 

いえない・わからない 14 

Q10.政府は 2012年 12月から始まっ

た景気回復について「戦後最長になっ

た可能性がある」と指摘しています。

あなたは景気の回復を実感していま

すか、していませんか。 

実感している 16 

実感していない 78 

どちらともいえない 2 

いえない・わからない 4 

Q11.元徴用工の訴訟問題で、韓国の最

高裁が日本の企業に賠償を命じまし

た。これに対し日本政府は第三国によ

る仲裁を求める方針です。あなたはこ

の日本政府の対応を評価しますか、し

ませんか。 

評価する 64 

評価しない 23 

どちらともいえない 2 

いえない・わからない 12 

 

辺野古「反対」投じる６７％ 大多数が結果尊重要請 沖縄県民

投票の世論調査 

産経新聞2019.2.17 22:22  

沖縄県民投票の告示日に那覇市

内に掲げられたのぼり旗＝１４日 

 共同通信社は１６、１７両日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野

湾市）の名護市辺野古移設をめぐる県民投票について県内で電話

世論調査を実施した。投票に行くと答えた人のうち「反対」を挙

げた人は６７．６％で、「賛成」は１５．８％、「どちらでもない」

は１３．１％だった。政府は投票結果を尊重すべきだとの回答は

全体の８６．３％に上った。 

 期日前投票や不在者投票を済ませたという人を含め、投票に行

くと答えたのは９４．０％だったが、県民投票は投票率が焦点の

一つとなっており、実際の投票率により結果は変わる可能性があ

る。県民投票は一部の離島を除き２４日に実施される。 

 投票先とは別に、辺野古移設の賛否を尋ねたところ「反対」「ど

ちらかといえば反対」は７２．８％、「賛成」「どちらかといえば

賛成」は２１．３％だった。 

 

「反対」６７・６％で「賛成」「どちらでもない」を大きく上回

る 県民投票３社合同電話世論調査 

琉球新報2019年2月17日 21:15  

 

県民投票（イメージ写真、記事と写真に直接関係はありません） 

 
 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に伴う埋め立ての

賛否を問う県民投票について、琉球新報社は沖縄タイムス社、共

同通信社と３社合同で１６、１７の両日、県内全域の有権者を対

象に電話世論調査を実施した。その結果、投票先として辺野古移

設に「反対」を選ぶと回答した人は６７・６％で、「賛成」の１

５・８％、「どちらでもない」の１３・１％を大きく上回り、県

内移設に伴う埋め立てへの反発が強いことが浮き彫りになった。

政府は県民投票の結果を「尊重するべきだ」との回答は８６・３％

https://www.sankei.com/politics/news/190217/plt1902170014-n1.html#inline-wrap
https://www.sankei.com/politics/news/190217/plt1902170014-n1.html#inline-wrap
https://030b46df30379e0bf930783bea7c8649.cdnext.stream.ne.jp/archives/002/201902/large-c14d7db463b84b81e29ca2e23a82c9f9.jpg
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で、「尊重する必要はない」の８・８％を大きく上回った。 

 県民投票に行くかどうかの質問には「不在者投票や期日前投票

をした」「行く」「たぶん行く」と答えた人は９４・０％で、「行

かない」「たぶん行かない」と答えた人（４・９％）を大幅に上

回った。「分からない・無回答」は１・１％だった。 

 一方、投票先で「反対」を選んだ人は、昨年１２月に本紙など

が実施した世論調査では７７・７％だったが、選択肢に「どちら

でもない」が追加された後の今回の調査では６７・６％に減少し

た。３択になったことで「反対」の票数に対し、より影響が出る

可能性がありそうだ。 

 「どちらでもない」を選んだ人の投票理由では「『賛成』『反対』

とはっきりとは言い切れないから」が６１・３％で最も多く、「｜

では問題が解決しないから」が２３・８％、「｜とは自分の考え

が違うから」が８・７％だった。 

 県民投票の結果を政府は尊重すべきか否かについては「安倍内

閣を支持する」と回答した人の６８・３％、支持政党で自民党を

選択した人の７３・３％が「尊重するべきだ」と回答した。 

 移設工事に伴い、政府が名護市辺野古に土砂投入を開始したこ

とについては「反対」、「どちらかと言えば反対」が７２・８％で、

「賛成」、「どちらかと言えば賛成」の２１・３％を大きく上回っ

た。 

 玉城デニー知事を支持するかどうかについては「支持する」「ど

ちらかと言えば支持する」を合わせた支持が７９・１％で、「支

持しない」「どちらかといえば支持しない」を合わせた不支持は

１６・８％だった。 

 

【速報】県民投票で情勢調査 「政府は結果を尊重すべき」

86.3％ 「反対に投票」は67.6％ 

沖縄タイムス2019年2月17日 18:23 

 ２４日に投開票される沖縄県名護市辺野古の新基地建設に必

要な埋め立ての賛否を問う県民投票について、沖縄タイムスと共

同通信、琉球新報は１６、１７日の２日間、合同の電話世論調査

を実施した。県民投票に「行った」「必ず行く」「たぶん行く」と

答えた人のうち、政府が進める米軍普天間飛行場の辺野古移設に

「反対」と答えたのは６７・６％を占めた。「賛成」は１５・８％、

「どちらでもない」は１３・１％だった。 

 

拡大する 

辺野古（資料写真） 

 政府は投票結果を「尊重するべきだ」は８６・３％に上り、「尊

重する必要はない」は８・８％にとどまった。 

 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/gallery/386005?ph=1
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/gallery/386005?ph=1

