政府は、サンフランシスコ講和条約発効（１９５２年）や昭

2019 年 9 月 13～16 日
世論調査（時事、読売、毎日、産経、ANN、NNN）

和天皇逝去（８９年）などの慶弔時に恩赦を行ってきた。今回
は被害者感情を考慮し、対象を軽微な犯罪に限る方向だが、恩

改造前、内閣支持減４３％＝時事世論調査

赦そのものに疑問を持つ人が多いことが浮き彫りとなった。

時事通信 2019 年 09 月 13 日 18 時 47 分

１０月１日の消費税率１０％への引き上げに関し、増税前
にまとまった買い物などを考えているか尋ねたところ、
「考え
ていない」７７．１％、
「考えている」１８．４％で、駆け込
み消費には消極的な世論が大勢だった。
立憲、国民民主両党など旧民進党勢力が再結集の動きに出
ていることへの賛否を聞いたところ、
「賛成」は２０．３％に
とどまり、
「反対」は３１．６％だった。
「どちらとも言えない・
分からない」が４８．１％に上った。

時事通信の９月の世論調査で、安倍内閣の支持率は前月比

調査は全国の１８歳以上の男女２０００人を対象に個別面

３．９ポイント減の４３．１％、不支持率は同３．３ポイント

接方式で実施。有効回収率は６２．３％。

増の３４．１％だった。調査は６～９日に行われたため、１１

安倍内閣の支持率、５３％に低下…読売世論調査

日の内閣改造に対する評価は反映されていない。

読売新聞 2019/09/15 22:00

【閣僚名簿】第 4 次安倍再改造内閣～小泉進次郎氏、環境相

読売新聞社が１３～１５日に実施した全国世論調査で、安

で初入閣～

倍内閣の支持率は５３％となり、前回調査（８月２３～２５日）

内閣支持の理由（複数回答）は「他に適当な人がいない」２

の５８％から５ポイント低下した。不支持率は３５％（前回３

０．９％、
「リーダーシップがある」１３．１％など。支持し

０％）
。

ない理由（同）は「首相を信頼できない」１７．０％、
「期待

政党支持率は、自民党３８％（前回４１％）
、立憲民主党５％

が持てない」１４．９％などだった。

（同７％）
、公明党５％（同４％）などの順で、無党派層は３
９％（同３７％）だった。
内閣改造「評価」４６％、
「評価しない」３４％…読売世論調
査
読売新聞 2019/09/15 22:00
読売新聞社が１３～１５日に実施した全国世論調査で、内

政党支持率は、自民党が前月比２．１ポイント減の２５．

閣改造について聞くと、
「評価する」が４６％で、
「評価しない」

９％、立憲民主党が１．７ポイント減の４．１％。以下、公明

の３４％を上回った。

党３．５％、共産党２．０％、日本維新の会１．８％、れいわ

１１日に発足した第４次安倍再改造内閣の顔ぶれで、小泉

新選組０．８％、国民民主党０．６％。社民党とＮＨＫから国

環境相の起用を「評価する」は６９％、橋本五輪相の起用を「評

民を守る党はともに０．５％だった。

価する」は６９％、菅官房長官の留任を「評価する」は６６％

調査は全国の１８歳以上の男女２０００人を対象に個別面

となり、いずれも多数に上った。これに対し、麻生副総理兼財

接方式で実施。有効回収率は６２．３％。

務相の留任については、
「評価しない」５５％が「評価する」
３３％より多かった。

即位恩赦、５４％が反対＝駆け込み消費、
「考えぬ」８割－時
事世論調査

次の首相「小泉環境相」２１％で最多…読売世論調査

時事通信 2019 年 09 月 13 日 17 時 16 分
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時事通信が６～９日に実施した９月の世論調査で、天皇陛

読売新聞社が１３～１５日に実施した全国世論調査で、次

下の即位を踏まえ政府が今秋にも行うことを検討している恩

の首相にふさわしい人を自民党の政治家９人の中から選んで

赦について聞いたところ、
「反対」が５４．２％で、
「賛成」の

もらうと、小泉環境相が２１％で最も多く、石破茂・元幹事長

２０．５％を大きく上回った。
「どちらとも言えない・分から

１８％、安倍首相１７％などの順だった。
安倍内閣を「支持しない」は 28％で 6 月調査（37％）から

ない」は２５．３％だった。
支持政党別に見ると、日本維新の会支持層に賛成はなく、８

9 ポイント減。小泉氏の起用については「支持政党はない」と

割超が反対。自民、立憲民主、公明、共産各党の支持層でも反

する無党派層でも「評価する」が 59％にのぼり、政権浮揚に

対が半数を超えた。無党派層の反対は５４．４％だった。賛成

つながった可能性がある。調査方法が異なるため単純に比較

が反対を上回ったところはなかった。

できないが、内閣支持率が 5 割以上になったのは 2017 年 4 月
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は２９％にとどまった。対話を重視すべきだとする世論が浮

調査以来となった。
女性閣僚は 1 人から 2 人に増えたが、
「女性の閣僚を増やし

かんだ。

た方がよい」は 71％と多数を占め、
「女性の閣僚を増やさなく

また、政府が１０月に予定している消費税率１０％への引

てよい」は 14％にとどまった。内閣支持層でも「増やした方

き上げを前に、大きな買い物をする予定があるかど…

がよい」は 71％にのぼった。主な政党の支持率は、自民党 34％

残り 2529 文字（全文 2832 文字）

▽立憲民主党 8％▽日本維新の会 5％▽公明党 5％▽共産党
2％▽れいわ新選組 2％――など。無党派層は 36％。
【平林由

輸出優遇の韓国除外を「支持」64％ 増税前の大きな買い物

梨】

「予定もない」75％ 毎日新聞世論調査
◇

毎日新聞 2019 年 9 月 15 日 19 時 23 分(最終更新 9 月 15 日

◇

19 時 38 分)

調査の方法 14、15 日の 2 日間、コンピューターで無作為
に数字を組み合わせて作った固定電話と携帯電話の番号に調
査員が電話をかける RDS 法で調査した。固定では、福島第 1
原発事故で帰還困難区域などに指定されている市町村の電話
番号を除いた。固定は 18 歳以上の有権者のいる 861 世帯から

安倍首相（左）の前を歩く文在寅大統

487 人の回答を得た。回答率 57％。携帯は 18 歳以上につなが
った番号 586 件から 495 人の回答を得た。回答率 84％。

領＝代表撮影
毎日新聞が 14、15 両日に実施した全国世論調査では、元徴

毎日新聞世論調査 内閣支持上昇５０％ 小泉氏起用奏功か

用工らへの賠償問題などがきっかけで悪化する日韓関係につ

毎日新聞 2019 年 9 月 16 日 東京朝刊

いても尋ねた。政府が、安全保障に関する物品の輸出管理を優
遇する「グループ A（ホワイト国）
」から韓国を除外したこと
を「支持する」と答えたのは 64％で、
「支持しない」の 21％
を上回った。一方で、問題の解決に向けて日本政府が対話によ
る外交努力を続けるべきかどうかについては「続けるべきだ
と思う」が 57％と多数派となり、
「続ける必要はない」は 29％
にとどまった。対話を重視すべきだとする世論が浮かんだ。
また、政府が 10 月に予定している消費税率 10％への引き
上げを前に、大きな買い物をする予定があるかど…
残り 530 文字（全文 833 文字）

毎日新聞は１４、１５両日に全国世論調査を実施した。安倍
晋三首相が１１日に行った内閣改造・自民党役員人事で、政権
の骨格として麻生太郎副総理と菅義偉官房長官、二階俊博党

内閣支持率５１・７％、５・１ポイント増 期待する閣僚トッ

幹事長を留任させた人事について「評価する」は４２％、
「評

プは小泉進次郎氏 本社・ＦＮＮ合同世論調査

価しない」は４５％で見方が割れた。小泉進次郎衆院議員を環

産経新聞 2019.9.16 11:50

境相に起用したことを「評価する」は６４％で、
「評価しない」

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）は１４、

の２３％を大きく上回った。内閣支持率は５０％。６月に行っ

１５両日、合同世論調査を実施した。安倍晋三内閣の支持率は

た前回調査の４０％から１０ポイント上昇した。
（２面に関…

５１・７％で、前回調査（８月３、４両日）と比べ５・１ポイ

残り 335 文字（全文 558 文字）

ント増えた。支持率が５割を超えたのは７月以来２カ月ぶり。
１１日に発足した第４次再改造内閣への期待感を反映したも
のとみられる。

毎日新聞世論調査 輸出優遇の韓国除外、支持６４％ 消費

内閣改造・自民党役員人事を「評価する」との回答は４３・

増税「影響出る」６割
毎日新聞 2019 年 9 月 16 日 東京朝刊

２％で、
「評価しない」の３５・１％を上回った。再改造内閣

毎日新聞が１４、１５両日に実施した全国世論調査では、元

に「期待する」と回答の割合は５９・２％で、
「期待しない」

徴用工らへの賠償問題などがきっかけで悪化する日韓関係に

の３５・２％を大きく上回った。

ついても尋ねた。政府が、安全保障に関する物品の輸出管理を

小泉進次郎衆院議員の環境相への起用を「よいと思う」との

優遇する「グループＡ（ホワイト国）
」から韓国を除外したこ

回答は７４・１％に上った。最も活躍を期待する閣僚を尋ねた

とを「支持する」と答えたのは６４％で、
「支持しない」の２

ところ、小泉氏が４８・９％でトップだった。

１％を上回った。一方で、問題の解決に向けて日本政府が対話

内閣改造で麻生太郎副総理兼財務相と菅義偉官房長官、自

による外交努力を続けるべきかどうかについては「続けるべ

民党役員人事で二階俊博幹事長と岸田文雄政調会長を留任さ

きだと思う」が５７％と多数派となり、
「続ける必要はない」

せた人事の是非については、菅氏の留任を支持する回答は７
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２・５％と多く、岸田氏も５４・７％と半数を超えた。一方で、
ANN2019 年 9 月調査

二階氏は３９・７％にとどまった。

【調査日】2019 年 9 月 14･15 日(土･日曜日)【調査方法】電話

次期首相にふさわしい政治家を聞いた質問では、安倍首相
が１７・３％と最も多く、石破茂元幹事長が１６・０％で続い

調査（RDD 方式）

た。最も期待する閣僚でトップだった小泉氏は１４・３％と僅

【対象】全国 18 歳以上の男女 1978 人【有効回答率】53.3％

差で３位だった。

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

再改造内閣が優先して取り組むべき課題については、社会

持しませんか？

保障（３４・０％）や経済対策（２２・６％）を挙げる割合が

支持する 52.0% (前回比+3.9)

高く、安倍首相が掲げる憲法改正は４・７％だった。

支持しない 27.9% (前回比-4.5)
わからない、答えない 20.1% (前回比+0.6)

１０月１日の消費税率引き上げに伴う景気の悪化を「心配

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。

している」と答えた人は５９・４％で「心配していない」は３
７・３％。政府の景気対策を「十分」と思う人は９・５％で、

安倍総理の人柄が信頼できるから 12.4%

「不十分」は８１・１％に上った。

支持する政党の内閣だから 21.4%
政策に期待が持てるから 11.8%

質問と回答（９月）

大臣の顔ぶれが良いから 4.8%

産経新聞 2019.9.16

他の内閣より良さそうだから 39.9%

【問】安倍晋三内閣を支持するか

その他 8.8%

支持する５１．７（４６．６） 支持しない３１．９（３８．

わからない、答えない 0.9%

１） 他１６．４（１５．３）

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

【問】どの政党を支持しているか

い。

自民党３９．５（３７．４）

安倍総理の人柄が信頼できないから 29.4%

立憲民主党８．６（８．７）

支持する政党の内閣でないから 9.1%

国民民主党１．４（２．０）

政策に期待が持てないから 35.1%

公明党３．５（４．６）

大臣の顔ぶれが良くないから 9.0%

共産党２．７（３．４）

他の内閣の方が良さそうだから 4.4%

日本維新の会５．１（７．１）

その他 12.2%

社民党０．６（０．４）

わからない、答えない 0.8%

ＮＨＫから国民を守る党１．２（１．３）

政党支持率

れいわ新選組２．２（１．６）

党 名

支持率（％） 前回比

その他の政党１．３（０．６）

自民党

46.9%

2.6

支持する政党はない３２．９（３１．９）

立憲民主党

7.0%

-3.0

国民民主党

1.7%

-0.4

公明党

5.4%

1.5

共産党

5.2%

0.7
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第4次安倍再改造内閣が発足した後に初めて実施したANN

日本維新の会

4.3%

-1.1

社民党

0.5%

-0.5

の世論調査で、新しい内閣の支持率が 5 割を上回りました。

れいわ新選組

1.1%

0.3

0.7%

-0.2

1.1%

0.0

他１．０（０．９）
有料会員向け記事こちらは有料会員記事です
第 4 次安倍再改造内閣 支持率は 5 割以上に

NHK から国民を守る

内閣支持率は前回の調査と比べて 3.9 ポイント上昇して
52％になりました。
「支持しない」と答えた人は 27.9％でした。

党

改造内閣の目玉となった小泉進次郎環境大臣について「期待

その他

する」と答えた人は 78％に上っています。予定通り、来月か

支持なし、わからない、
26.1%
答えない

ら消費税を 10％に引き上げる政府の方針については 48％の

0.1

人が「支持しない」と答え、44％の「支持する」をわずかに上
回りました。また、憲法改正の議論を国会で進めることについ

内閣改造「評価する」４６％ 世論調査

て 63％の人が賛成する一方で、
憲法 9 条の改正については
「ど

NNN2019 年 9 月 15 日 23:05

ちらかといえば反対」と「反対」を合わせると 5 割以上になり

ＮＮＮと読売新聞が週末に行った世論調査で、今月行われた

ました。
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内閣改造を「評価する」と答えた人は４６％で、
「評価しない」
と答えた人を上回った。
調査では、内閣改造について、全体として「評価する」と答え
た人が４６％、
「評価しない」は３４％だった。
環境大臣に小泉進次郎氏が起用されたことについては、６
９％の人が「評価する」と答え、
「評価しない」と答えた人を
大きく上回った。
一方、安倍内閣の支持率は前の月より５ポイント下がり、５
３％だった。
次の総理大臣にふさわしい人を聞いたところ、
「小泉進次郎氏」
と答えた人が２１％、
「石破茂氏」と答えた人が１８％、
「安倍
晋三氏」と答えた人は１７％、
「河野太郎氏」と答えた人が８％、
「菅義偉氏」と答えた人が８％などとなっている。
消費税率が引き上げられる来月以降、家計の支出を「減らそう
と思う」と答えた人が４５％だったのに対し、４７％の人が
「そうは思わない」と答えた。
消費税率の引き上げと同時に食料品などの税率を据え置く軽
減税率が導入されることについては、６０％の人が「評価する」
と答えたのに対し、
「評価しない」と答えた人は３３％だった。
また、国会の憲法審査会で、今後、憲法改正に向けた議論が活
発に行われることを「期待する」と答えた人は５６％、
「期待
しない」と答えた人は３４％だった。
■ＮＮＮ・読売新聞世論調査
９／１３～１５ 全国有権者に電話調査
固定電話 ５４３人（回答率６０％）
携帯電話 ５３１人（回答率４３％）
合計１０７４人が回答
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．ｊｐ／ｙｏｒｏｎ／
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