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2019年 9月 9日 

世論調査（NHK、JNN） 

 

安倍内閣 支持48％ 不支持 33％ ＮＨＫ世論調査 

NHK9月9日 19時03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、先月の調査より１ポイント下がって 48％だった

のに対し、「支持しない」と答えた人は２ポイント上がって

33％でした。 

ＮＨＫは、今月６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 2368 人で 51％にあたる 1216 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、

先月の調査より１ポイント下がって48％だったのに対し、「支

持しない」と答えた人は、２ポイント上がって33％でした。 

▼支持する理由では、 

◇「他の内閣より良さそうだから」が44％、 

◇「実行力があるから」が20％などとなりました。 

▼支持しない理由では、 

◇「政策に期待が持てないから」が33％、 

◇「人柄が信頼できないから」が31％などとなっています。 

▼太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題や、輸出国の優遇措置

をめぐる問題などで対立が続く日本と韓国の関係について、

どのように感じているか聞いたところ、 

◇「非常に懸念している」が32％、 

◇「ある程度懸念している」が36％、 

◇「あまり懸念していない」が15％、 

◇「まったく懸念していない」が９％でした。 

▼日本政府が韓国に対しどのような態度で臨むべきか聞いた

ところ、 

◇「関係を改善するために歩み寄ることが必要だ」が 35％、

◇「歩み寄ってまで関係改善を急ぐ必要はない」が 55％でし

た。 

▼厚生労働省は、公的年金の給付水準について、経済が順調に

成長した場合でもおよそ30年後には、現役世代の平均収入の

50％余りにまで目減りするという検証結果を公表しました。 

年金の給付水準と負担について尋ねたところ、 

◇「将来の給付水準を維持するためなら、負担を増やしてもよ

い」が40％、 

◇「将来の給付水準が下がっても負担は増やしたくない」が

43％でした。 

▼将来受け取る年金の水準を維持するため、政府が、厚生年金

に加入するパートなど短時間で働く人の範囲の拡大を検討し

ていることについて、 

◇「賛成」が57％、 

◇「反対」が23％でした。 

▼安倍総理大臣は、11日内閣改造を行います。 

新しい内閣が最も力を入れて取り組むべきだと思うことを、

６つの選択肢をあげて聞いたところ、 

◇「社会保障」が28％で最も多く、 

◇「景気対策」が20％、 

◇「財政再建」が15％、 

◇「外交・安全保障」と「格差の是正」が11％、 

◇「憲法改正」が５％でした。 

▼立憲民主党と国民民主党が、安倍政権に対抗するため、衆議

院と参議院の両院で、会派を合流することで合意したことに

ついて、◇「評価する」が19％、 

◇「評価しない」が27％、 

◇「どちらともいえない」が45％でした。 

 

ＮＨＫ世論調査 政党支持率 

NHK2019年9月 9日 19時 31分 

 
各党の支持率は、「自民党」が37.3％、「立憲民主党」が7.2％、

「国民民主党」が0.7％、「公明党」が2.6％、「日本維新の会」

が 3.2％、「共産党」が 3.4％、「社民党」が 0.2％、「れいわ新

選組」が 0.6％、「ＮＨＫから国民を守る党」が 0.2％、「特に

支持している政党はない」が37.1％でした。 

 

花粉症治療薬 全額自己負担 64％が「反対」 ＮＨＫ世論調査 

NHK9月10日 6時37分  

 

市販薬と効能が同じ花粉症の治療薬を、医療保険の適用か

ら外し、全額自己負担とするべきだとする健康保険組合連合
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会の提言について、ＮＨＫの世論調査で聞いたところ「反対」

と答えた人が60％余りに上りました。 

ＮＨＫは今月６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2368人で、51％に当たる1216人

から回答を得ました。 

 消費税率の 10％への引き上げに合わせて、外食などを除く

飲食料品の税率を８％に据え置く「軽減税率」や、キャッシュ

レス決済で支払った人にポイントが還元される制度が導入さ

れます。 

 これらの制度についてどの程度理解しているか聞いたとこ

ろ、 

▽「よく理解している」が８％、 

▽「ある程度理解している」が43％、 

▽「あまり理解していない」が31％、 

▽「まったく理解していない」が12％でした。 

激しさを増すアメリカと中国の貿易摩擦によって日本経済に

どの程度影響があると思うか聞いたところ、 

▽「大いに影響がある」が29％、 

▽「ある程度影響がある」が54％、 

▽「あまり影響はない」が７％、 

▽「まったく影響はない」が１％でした。 

 健康保険組合連合会は公的医療保険の財政を改善するため、

市販薬と同じ効能の花粉症の治療薬を医療保険の適用から外

し、全額自己負担とするべきだとする提言をまとめました。 

この提言について、 

▽「賛成」が20％、 

▽「反対」が64％でした。 

 

JNN2019年9月 9日2時26分 

ＪＮＮ世論調査、ＧＳＯＭＩＡ破棄「理解できない」７割超 

 韓国が日本との軍事機密を共有するための協定＝ＧＳＯＭ

ＩＡ（ジーソミア）の破棄を決めたことについて、「理解でき

ない」と考える人が７６％にのぼることがＪＮＮ世論調査で

わかりました。 

 安倍内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より３．

１ポイント減って５７．０％でした。一方、支持できないとい

う人は、１．７ポイント増えて３８．７％でした。 

 先月、韓国は日本との軍事機密を共有するための協定＝Ｇ

ＳＯＭＩＡの破棄を決めました。この韓国側の決定について

理解できるかどうか聞いたところ、「理解できない」が７６％

に上り、「理解できる」は９％でした。 

 一方で、悪化が続く日韓関係についてこのままで良いか、改

善した方が良いか、と聞いたところ、「このままで良い」は１

３％にとどまり、「改善した方が良い」が７９％に上りました。

また、日韓首脳会談についても「早期に開催すべき」と考える

人が５０％で、「早期に開催する必要はない」を上回りました。 

 悪質なあおり運転による事件・事故が相次ぐ中、政府与党は

あおり運転の厳罰化に向けた検討を進めています。あおり運

転の厳罰化について賛否を聞いたところ、「賛成」が９２％に

上りました。 

 先月、結婚した自民党の小泉進次郎衆院議員は、来年、子ど

もが産まれるため育児休暇をとることを検討していると明ら

かにしました。国会議員が育休をとることへの賛否を尋ねた

ところ、「賛成」が６８％で、「反対」の２０％を上回りました。 

 来月１日に迫った、消費税率１０％への引き上げの賛否を

聞いたところ、「賛成」が３９％で「反対」が５２％でした。 

 

JNN9月定例世論調査（9月9日放送分） 詳報 

内閣・政党支持率 

安倍内閣を支持しますか？ 

安倍内閣についてどう思いますか。次の 4 つの中から 1つ選

んでください 

  非常に支持できる 8.6％（±0.0㌽） 

ある程度支持できる 48.4（－3.1） 

  あまり支持できない 28.1（＋1.3） 

  まったく支持できない 10.6（＋0.4） 

  答えない・わからない 4.2（＋1.4） 

支持する理由は？ 

「支持できる」とした理由を、次の 5 つから 1 つだけ選んで

でください 

  安倍総理に期待できる 17.6％（＋0.1㌽） 

  閣僚の顔ぶれがよい 5.2（＋2.0） 

  政策に期待できる 13.7（－0.9） 

  自民党を中心とした内閣だから 26.9（－1.7） 

  特に理由はない 34.6（＋1.2） 

  答えない・わからない 2.0（－0.7） 

不支持の理由は？ 

「支持できない」とした理由を、次の 5 つから 1 つだけ選ん

でください。 

  安倍総理に期待できない 15.4％（－3.1㌽） 

  閣僚の顔ぶれが良くない  11.0（－2.9） 

  政策に期待できない 30.1（＋0.3） 

  自民党を中心とした内閣だから 27.7（＋2.9） 

  特に理由はない 13.0（＋2.3） 

  答えない・わからない 2.7（＋0.6） 

どの政党を支持しますか 

あなたは現在どの政党を支持していますか。１つだけあげて

ください。 

  自民党 37.9％（＋0.5㌽） 

  立憲民主党 6.5（－1.3） 

  公明党 2.9（－2.4） 

  日本共産党 3.7（＋0.8） 

  国民民主党 1.2（＋0.3） 
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  日本維新の会 4.5（＋0.9） 

  社会民主党 0.4（＋0.1） 

  れいわ新選組 0.6（－0.7） 

ＮＨＫから国民を守る党 0.3（－0.5） 

それ以外の政党を支持 0.4（＋0.1） 

  支持する政党はない 38.0（＋1.0） 

  答えない・わからない 3.7（＋1.2） 

日韓関係について 

「グループA」から韓国除外について 

政府は、これまで「ホワイト国」と呼ばれてきた、輸出管理

上の最優遇国「グループA」から韓国を除外しました。 

あなたは、韓国を除外したことを打倒だと思いますか、思い

ませんか。 

  妥当だと思う 59％ 

  妥当だと思わない 24 

  答えない・わからない 17 

GSIMIAは共同通信について 

先月、韓国は日本との軍事機密を共有するための協定＝

GSOMIA(ジーソミア)の破棄を決めました。 

あなたは、韓国のこの決定について理解できますか、できま

せんか。 

  理解できる 9％ 

 理解できない 76 

  答えない・わからない 14 

日韓首脳会議について 

 日本と韓国の間の首脳会談について、あなたは早期に開催

すべきだと思いますか、その必要はないと思いますか。 

  早期に開催すべき 50％ 

  早期に開催する必要はない 38 

  答えない・わからない 12 

今後の日韓関係について 

 日韓関係の悪化が続いていますが、あなたは、日韓関係につ

いてこのままでよいと思いますか？それとも改善したほうが

よいと思いますか？ 

  このままでよい 13 

  改善したほうがよい 79 

  答えない・わからない 8 

消費税に引き上げについて 

消費税率は10月に10％に引き上げられる予定です。 

あなたは消費税率 10％への引き上げに賛成ですか、反対で

すか？ 

  賛成 41％（－2㌽） 

  反対 52（±0） 

  答えない・わからない 10（＋3） 

日本の有志連合傘下に賛成？ 

 アメリカ政府は、中東ホルムズ海峡などの安全を守るため

「有志連合」の結成を目指しており、日本にも参加を呼びかけ

ました。 

あなたは、日本が現地に自衛隊を派遣することに賛成です

か、反対ですか？ 

  賛成 29％（－12） 

  反対55（＋20） 

  答えない・わからない 15（－10） 

あおり運転の厳罰化について 

悪質なあおり運転による事故や事件が相次ぐ中、政府与党

は、あおり運転の厳罰化に向けた検討を進めています。 

 あなたは、あおり運転の厳罰化に賛成ですか、反対ですか。 

  賛成 92％ 

  反対 5 

  答えない・わからない 3 

小泉進次郎議員について 

国会議員の育休取得について 

先月、結婚した小泉進次郎議員は、来年 1 月に子どもが産

まれるため、育児休暇をとることを検討していると明らかに

しました。 

 あなたは、国会議員の育休取得に賛成ですか、反対ですか。 

  賛成 68％ 

  反対 20 

  答えない・わからない 13 

小泉議員の入閣に賛成？ 

小泉進次郎議員は11日に行われる内閣改造で入閣の可能性

が取りざたされています。 

 あなたは、小泉氏の入閣に賛成ですか、反対ですか。 

  賛成 61％ 

  反対 19 

  答えない・わからない 20 

 

調査方法 2019年9月7、8日定期調査 全国18歳以上の男

女を対象にしたRDD方式電話調査 

2280 人（固定電話 1012、携帯電話 1268） 有効回答 1167

（51.2％）（固定電話565（55.8％）、携帯電話602（47.5％）） 

 

 


