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2019年4月15～16日 

世論調査（朝日、毎日）、大阪12区・沖縄3区補選 

 

桜田五輪相の辞任「遅すぎた」６２％ 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル2019年4月15日20時00分  

桜田五輪相の辞任は

… 

 

 朝日新聞社が１３、１４日に実施した全国世論調査（電話）で、

失言が相次いでいた桜田義孝氏が五輪相を辞任したことについ

て尋ねると、辞任は「遅すぎた」が６２％で、「そうは思わない」

の２４％を大きく上回った。道路事業で安倍晋三首相らの意向を

忖度（そんたく）したとの前国土交通副大臣の発言には、５６％

が「大きな問題だ」と答えた。 

 桜田氏は、議員を「復興以上に大事」と発言し辞任した。調査

では、これまでも問題発言が指摘されてきたことに触れた上で辞

任について聞くと、自民支持層でも６２％が「遅すぎた」と答え

た。年代が上がるほど厳しい意見が多く、５０代以上では「遅す

ぎた」が７割を超えた。 

 国土交通副大臣だった塚田一郎氏による「忖度」発言に対して

も、年代で温度差が出た。３０代は「大きな問題だ」が３０％で、

「そうは思わない」の５１％の方が多かったが、５０代以上は７

割前後が「大きな問題だ」と答えた。 

 一方、桜田、塚田両氏の辞任は、安倍内閣のイメージダウンに

は直結しなかったようだ。内閣のイメージは「変わらない」が最

も多く５６％で、「悪くなった」は３８％、「よくなった」は２％

だった。 

 安倍内閣の支持率は、やや上がって４４％（前回３月調査は４

１％）。不支持率は３２％（同３７％）だった。支持率は、男性

は４５％（同４５％）で変わらなかったが、女性が３月調査の３

７％から４４％に増えた。 

 ５月からの新元号「令和」についても聞いた。この元号が「親

しみやすい」と思う人は６２％、「そうは思わない」２２％。「親

しみやすい」は男性が５８％に対し、女性は６５％と高めだった。

ただ、日常生活で主に使いたいのは「令和」４０％、「西暦」５

１％で西暦の方が多かった。新元号の発表前の３月調査で聞いた

際の「新しい元号」４０％、「西暦」５０％と比べ、変化は見ら

れなかった。 

 政府が発表した新紙幣のデザインについては、「よい」が５２％、

「よくない」は２３％だった。 

 

世論調査―質問と回答〈４月１３、１４日〉 

朝日新聞デジタル2019年4月15日20時00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、３月１６、１７日の調査

結果） 

◆今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  ４４（４１） 

 支持しない ３２（３７） 

 その他・答えない ２４（２２） 

◇（「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 １０〈５〉 

 自民党中心の内閣 １４〈６〉 

 政策の面 １６〈７〉 

 他よりよさそう ５８〈２６〉 

 その他・答えない ２〈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 １６〈５〉 

 自民党中心の内閣 ２９〈９〉 

 政策の面 ３７〈１２〉 

 他の方がよさそう １１〈３〉 

 その他・答えない ６〈３〉 

◆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。 

 自民党 ３５（３５） 

 立憲民主党 ７（５） 

 国民民主党 １（１） 

 公明党 ３（４） 

 共産党 ３（３） 

 日本維新の会 ２（２） 

 自由党 ０（０） 

 希望の党 ０（０） 

 社民党 １（０） 

 その他の政党 １（０） 

 支持する政党はない ３８（４１） 

 答えない・分からない ９（９） 

◆今年の夏に、参議院選挙があります。仮に今投票するとしたら、

あなたは、比例区ではどの政党、またはどの政党の候補者に投票

したいと思いますか。（択一） 

 自民党 ３９（４０） 

 立憲民主党 １３（１２） 

 国民民主党 ２（２） 

 公明党 ５（６） 
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 共産党 ６（６） 

 日本維新の会 ７（４） 

 自由党 １（２） 

 希望の党 ０（１） 

 社民党 １（２） 

 その他の政党 ２（１） 

 答えない・分からない ２４（２４） 

◆オリンピックなどを担当する大臣だった桜田義孝さんは、東日

本大震災を巡る発言を理由に、大臣を辞めました。桜田さんは、

今までも問題発言が指摘されてきました。あなたは、桜田さんが

辞めるのは遅すぎたと思いますか。そうは思いませんか。 

 遅すぎた ６２ 

 そうは思わない ２４ 

 その他・答えない １４ 

◆国土交通省の副大臣も、新しい道路を巡って、安倍総理と麻生

副総理の意向を忖度（そんたく）したと発言し、辞任しました。

あなたは、この発言は大きな問題だと思いますか。そうは思いま

せんか。 

 大きな問題だ ５６ 

 そうは思わない ３０ 

 その他・答えない １４ 

◆一連の辞任で、安倍内閣のイメージは、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 ２ 

 悪くなった ３８ 

 変わらない ５６ 

 その他・答えない ４ 

◆消費税についてうかがいます。あなたは、消費税を予定通り、

今年１０月に１０％に引き上げることに賛成ですか。反対ですか。 

 賛成 ３５（３８） 

 反対 ５５（５５） 

 その他・答えない １０（７） 

◆身近な食料品の値上げが相次いでいます。あなたは、今までよ

り節約するようになりましたか。そうでもありませんか。 

 節約するようになった ３８ 

 そうでもない ５９ 

 その他・答えない ３ 

◆あなたは、ふるさと納税を利用したことがありますか。ありま

せんか。 

 ある １２ 

 ない ８８ 

 その他・答えない ０ 

◆ふるさと納税を巡っては、自治体がお礼の品で競争することが

問題となり、お礼の品を制限する法律が成立しました。あなたは、

お礼の品を制限することに賛成ですか。反対ですか。 

 賛成 ４６ 

 反対 ３６ 

 その他・答えない １８ 

◆あなたは、ふるさと納税の制度を、今後も続ける方がよいと思

いますか。やめる方がよいと思いますか。 

 続ける方がよい ６２ 

 やめる方がよい ２０ 

 その他・答えない １８ 

◆元号についてうかがいます。新しい元号が、「令和」に決まり

ました。あなたは、この元号を親しみやすいと思いますか。そう

は思いませんか。 

 親しみやすい ６２ 

 そうは思わない ２２ 

 その他・答えない １６ 

◆あなたが日常生活で主に使いたいと思うのは、令和の方ですか。

西暦の方ですか。 

 令和 ４０ 

 西暦 ５１ 

 その他・答えない ９ 

◆政府は、１万円、５千円、千円札の新しいデザインを発表しま

した。あなたは、新しいデザインはよいと思いますか。よくない

と思いますか。 

 よい ５２ 

 よくない ２３ 

 その他・答えない ２５ 

     ◇ 

 〈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、１３、

１４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１８４２世帯から８

６７人（回答率４７％）、携帯は有権者につながった２０４０件

のうち９２９人（同４６％）、計１７９６人の有効回答を得た。 

 

「令和」好感度、内閣支持で温度差 「政権の元号」との印象か？ 

毎日新聞2019年4月15日 20時00分(最終更新 4月15日 20

時57分) 

 

 毎日新聞の全国世論調査では新元号「令和」に「好感を持って

いる」との答えが 65％を占めたが、内閣支持層・不支持層別で

みると「好感を持っている」が内閣支持層の 81％に上る一方、
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不支持層では 55％にとどまった。不支持層は「好感を持ってい

ない」「関心がない」の割合の合計が支持層の約3倍。安倍晋三

首相は 1 日に自ら記者会見して選定理由をアピールしており、

「政権の元号」という印象が温度差につながった可能性もある。

【樋口淳也】  

 「好感を持っていない」と答えた人は内閣支持層ではわずか

3％だったが、不支持層では19％。「関心がない」も支持層が9％、

不支持層は 19％と差があった。政党支持別でみると「好感を持

っている」が自民党支持層では 84％に上ったのに対し、支持政

党がない無党派層は58％と全体（65％）を下回った。  

 日本の元号として初めて日本の古典・万葉集を典拠としたこと

についても、評価は内閣支持層と不支持層でやや分かれた。支持

層の74％が「評価する」と答え、「評価しない」は2％。だが不

支持層では「評価」が56％で、「評価しない」が10％だった。二

つの質問を通じ、内閣不支持層の方が「関心がない」「分からな

い」と評価を明言しない人が多い傾向がある。ただし不支持層で

も過半数は「好感を持っている」「評価する」と答えており、全

体として令和には好意的な見方の方が多い。  

 元号と西暦のどちらを主に使うかは、内閣支持層では「半々」

50％、「主に新元号」22％、「主に西暦」20％の順。不支持層は

「半々」39％、「主に西暦」37％、「主に新元号」17％で、こちら

も温度差があった。令和は1日に菅義偉官房長官が発表。首相は

直後の会見に加え、複数のテレビ番組に出演するなどして令和を

選んだ思いを語っていた。  

 

毎日新聞世論調査 「政権におごり」６１％ 桜田氏ら更迭巡り 

毎日新聞2019年4月16日 東京朝刊 

 毎日新聞は１３、１４両日に全国世論調査を実施した。桜田義

孝前五輪担当相や塚田一郎元副国土交通相の事実上の更迭をめ

ぐり、長期政権のおごりや緩みが生じていると思うか尋ねたとこ

ろ、「思う」が６１％で「思わない」の２１％を大きく上回った。

（５面に関連記事と「質問と回答」）  

 自民支持層でも「思う」が５０％で、「思わない」の３７％よ

り高かった。支持政党はないと答えた無党派層は「思う」６３％、

「思わない」１６％だった。  

 安倍内閣の支持率は３月の前回調査から２ポイント増の４

１％、不支持率は４ポイント減の３７％だった。支…  

残り679文字（全文934文字） 

 

衆院２補選、自民に逆風＝大阪１２区・維新やや優勢 

時事通信2019年04月15日19時21分 

 ２１日投開票の衆院大阪１２区、沖縄３区の両補欠選挙につい

て時事通信は、各陣営や与野党への取材を通じて情勢を探った。

大阪１２区は、日本維新の会の藤田文武氏がやや優勢で、自民党

の北川晋平氏と無所属の樽床伸二、宮本岳志両氏が追う。沖縄３

区は、無所属の屋良朝博氏が先行し、自民党の島尻安伊子氏が巻

き返しに懸命だ。 

 夏の参院選の試金石となる２補選のいずれも自民党候補が苦

戦していることについて、同党の二階俊博幹事長は１５日の記者

会見で「最後まで緩むことなく党として死力を尽くして戦う決意

だ」と語った。 

 大阪１２区は、大阪府知事・市長のダブル選で維新が勝利した

勢いを維持し、藤田氏に追い風が吹いている。北川氏の陣営は、

政権幹部が連日応援に駆け付けるなど、てこ入れに全力を挙げる。

投開票日の前日には安倍晋三首相（自民党総裁）も現地入りする

予定だ。 

 樽床氏は無党派層の取り込みに加え、良好な関係にある公明党

への働き掛けを強める。宮本氏は「野党統一候補」を標ぼうし、

主要野党の支援を期待する。 

 沖縄３区は、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺

野古移設に反対する「オール沖縄」勢力が推す屋良氏が、戦いを

優位に進めている。島尻氏は元沖縄担当相の実績をアピールして

挽回を図るが、苦戦を強いられている。  

 

枝野氏、大阪で共産系候補を激励 野党共闘アピール 

2019/4/15 20:38共同通信社 

 

宮本岳志氏（左）を激励に訪れ、握手する立憲民主党の枝野代表。

右は辻元国対委員長＝15日夜、大阪府寝屋川市 

 立憲民主党の枝野幸男代表は 15日夜、衆院大阪 12区補欠選

挙（21 日投開票）に無所属で立候補した共産党元衆院議員の宮

本岳志氏＝共産、自由推薦＝を激励するため、大阪府寝屋川市に

ある宮本氏の選挙事務所を訪れた。立民は同補選で自主投票を決

めており、代表自ら現地入りする異例の対応で野党共闘に取り組

む姿勢をアピールする狙い。ただ、街頭演説などは行わなかった。 

 枝野氏は事務所で、必勝を祈願する「ため書き」を宮本氏に手

渡した。立民の政党名は記さなかった。辻元清美国対委員長も同

席。宮本氏は「駆け付けてもらい何より。百人力だ」と歓迎した。 

 

枝野氏、共産系候補を激励 大阪で野党共闘アピール  

日経新聞2019/4/15 20:09 

記事保存 

立憲民主党の枝野幸男代表は 15日夜、衆院大阪 12区補欠選挙

（21 日投開票）に無所属で立候補した共産党元衆院議員の宮本

岳志氏=共産、自由推薦=を激励するため、大阪府寝屋川市にあ

る宮本氏の選挙事務所を訪れた。立民は同補選で自主投票を決め

ており、代表自ら現地入りする異例の対応で野党共闘に取り組む

姿勢をアピールする狙い。ただ、街頭演説などは行わなかった。 

枝野氏は事務所で、必勝を祈願する「ため書き」を宮本氏に手渡

した。立民の政党名は記さなかった。辻元清美国対委員長も同席。

宮本氏は「駆け付けてもらい何より。百人力だ」と歓迎した。 

〔共同〕 
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枝野氏、共産系候補を激励 大阪で野党共闘アピール 

産経新聞2019.4.15 20:21 

 立憲民主党の枝野幸男代表は１５日夜、衆院大阪１２区補欠選

挙（２１日投開票）に無所属で立候補した共産党元衆院議員の宮

本岳志氏＝共産、自由推薦＝を激励するため、大阪府寝屋川市に

ある宮本氏の選挙事務所を訪れた。立民は同補選で自主投票を決

めており、代表自ら現地入りする異例の対応で野党共闘に取り組

む姿勢をアピールする狙い。ただ、街頭演説などは行わなかった。 

 枝野氏は事務所で、必勝を祈願する「ため書き」を宮本氏に手

渡した。立民の政党名は記さなかった。辻元清美国対委員長も同

席。宮本氏は「駆け付けてもらい何より。百人力だ」と歓迎した。 

 

首相、20日に大阪入り 衆院補選で自民候補応援 

2019/4/15 20:12共同通信社 

 自民党の甘利明選対委員長は 15日、衆院大阪 12区補欠選挙

（21日投開票）の党公認候補を応援するため、安倍晋三首相（党

総裁）が20日に大阪入りすると明らかにした。大阪府四條畷市

での候補者会合で明らかにした。 

 甘利氏は会合で「自民党は安倍総裁を筆頭に、この選挙に総力

を挙げる」と強調した。首相は当初検討していた13日の大阪訪

問を先送りしていた。 

 

首相、20日に大阪入りへ 衆院補選で自民候補応援  

日経新聞2019/4/15 21:12 

自民党の甘利明選対委員長は15日、衆院大阪12区補欠選挙（21

日投開票）の党公認候補を応援するため、安倍晋三首相（党総裁）

が20日に大阪入りすると明らかにした。大阪府四條畷市での候

補者会合で明らかにした。甘利氏は会合で「自民党は安倍総裁を

筆頭に、この選挙に総力を挙げる」と強調した。 

〔共同〕 

 

首相、衆院補選最終日に大阪入りへ 

産経新聞2019.4.15 20:26 

 自民党の甘利明選対委員長は１５日、衆院大阪１２区補欠選挙

（２１日投開票）の党公認候補を応援するため、安倍晋三首相（党

総裁）が２０日に大阪入りすると明らかにした。大阪府四條畷市

での候補者会合で明らかにした。 

 甘利氏は会合で「自民党は安倍総裁を筆頭に、この選挙に総力

を挙げる」と強調した。首相は当初検討していた１３日の大阪訪

問を先送りしていた。 

 

野党４党首１６日沖縄入り 補選応援、共闘アピール 

産経新聞2019.4.15 21:02 

 立憲民主党の枝野幸男代表ら野党４党首は衆院沖縄３区補欠

選挙（２１日投開票）に立候補した無所属新人の屋良朝博氏を激

励するため、１６日に沖縄県沖縄市にある屋良氏の選挙事務所を

訪れる。野党共闘をアピールするのが狙い。立民が１５日発表し

た。 

 枝野氏のほか、国民民主党の玉木雄一郎代表、共産党の志位和

夫委員長、自由党の小沢一郎代表。同補選で４党首がそろうのは

初めて。補選には自民党新人の元沖縄北方担当相、島尻安伊子氏

も出馬している。 

 

衆院沖縄３区補選 牙城の竹下派、窮地 影響力低下懸念も 

産経新聞2019.4.15 21:06 

 衆院沖縄３区補欠選挙（２１日投開票）で自民党竹下派（平成

研究会）が窮地に立たされている。自派所属の元沖縄北方担当相、

島尻安伊子（あいこ）氏が立候補したが、共産党や社民党などが

支援する元沖縄タイムス社会部長、屋良（やら）朝博（ともひろ）

氏にリードを許す展開となっている。長年関係が深い沖縄を牙城

とする竹下派は派を挙げて島尻氏を支援したいが、それも思うに

任せない。補選で敗れれば党内での影響力が低下する恐れもある。 

 「来週は米国に行かなければならないが、その前にどうしても

お願いしたいという思いでこの場に来た」 

 日米の新しい貿易交渉の初協議を１５日に控え、多忙な茂木敏

充経済再生担当相の姿は１１日、沖縄県うるま市にあった。竹下

派会長代行も務める茂木氏は島尻氏の集会で、腕まくりして支持

を訴えた。  

 茂木氏は１１日の派閥会合で「グループ挙げての支援態勢を取

る」と強調した。告示日の９日には同派所属の加藤勝信総務会長

が出陣式に出席したほか、事務総長の山口泰明組織運動本部長も

業界団体などの組織票固めのため告示前から断続的に沖縄入り

している。 

 竹下派が全力を挙げるのは、沖縄県が特別な場所だからだ。竹

下登、橋本龍太郎、梶山静六、小渕恵三各氏（いずれも故人）と、

米軍普天間飛行場（宜野湾（ぎのわん）市）の返還合意、主要国

首脳会議（サミット）開催など沖縄の重要政策に関わってきたの

は、いずれも平成研（旧経世会）出身の実力者だった。 

 しかし、意気込みは空回り気味だ。茂木氏は派所属議員に沖縄

入りを求めたが、地元の党沖縄県連が拒否した。島尻氏の選対幹

部は「沖縄に人脈もない国会議員が来ても足手まといになるだけ

だ。市議やスタッフを案内役に付けなければならず、選挙になら

ない」と語る。 

 「選挙の応援を断るやつがどこにいるんだ！」 

 沖縄選出議員を通じて「応援」を断られた竹下派幹部はこう激

怒したという。選挙期間中に竹下派の秘書団が大挙して現地入り

する計画もあったが、同派秘書は「まだ指示を受けていない。他

派閥は秘書が応援に入っているようだが…」と困惑気味だ。 

 昨年９月の県知事選では竹下亘会長が計１９日間、現地に張り

付いたが、党推薦候補は敗れた。平成２９年の衆院選で沖縄で擁

立した同派出身の３候補のうち選挙区での勝利は１人だった。 

 自民党では二階派（志帥会）が沖縄北方担当相のポストを昨年

まで３代連続で務め、経済界との関わりも強めるなど存在感を増

している。竹下派内には「補選に勝てば平成研の大手柄だが、連

敗が続けば『沖縄といえば平成研』と言えなくなってしまう」（幹

部）との危機感も漂う。（杉本康士、田中一世） 

 


