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国会では「桜を見る会」の前夜に首相後援会が開いた会合の会

世論調査（共同＝東京新聞、日経新聞）

費などを巡り、野党が追及を続けている。これまでの首相の説
明に「納得できない」と答えた人は内閣不支持層で 94%、特定

桜を見る会 首相不信６９％ 内閣支持率４８％に下落 共

の支持政党を持たない無党派層で 73%だった。内閣支持層、自

同通信世論調査

民党支持層でも 5 割程度に上った。

東京新聞 2019 年 11 月 25 日 朝刊

憲法改正に向けて各党が国会で具体的な議論をすべきかどう

共同通信社が二十三、二十四両日に実施した全国電話世論

かを聞くと「議論すべきだ」と答えた人は 74%で前回 10 月の

調査によると、安倍内閣の支持率は４８・７％で、十月の前回

調査から横ばいだった。
「議論する必要はない」も横ばいの 20%

調査から５・４ポイント減った。不支持率は３８・１％。公費

だった。
「議論すべきだ」と答えた人は内閣支持層で 82%、不

による首相主催の「桜を見る会」に関する安倍晋三首相の発言

支持層でも 63%に上った。

を「信頼できない」との回答は６９・２％に上り、
「信頼でき

10 月 1 日に消費税率が 10%に上がった後、家計支出を減らし

る」は２１・４％にとどまった。

たかを質問すると「変わらない」と答えた人は 69%だった。10

支持率が５０％を下回ったのは七月調査以来、四カ月ぶり。

月の前回調査から 7 ポイント減った。
「支出を減らした」と答

不支持の理由として「首相が信頼できない」と答えたのは３

えた人は 6 ポイント増の 27%だった。
「減らした」と答えた人

６・０％で、前回調査から８・２ポイント増えた。桜を見る会

は女性が 31%で男性の 24%より多かった。

を巡り、首相が招待者の人選への関与を否定していた国会答

調査は日経リサーチが 11 月 22～24 日に全国の 18 歳以上の男

弁を修正したことなどが影響したとみられる。

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

桜を見る会に首相の地元支援者が多数招待されていたのは

し、992 件の回答を得た。回答率は 46.7%。

「問題だと思う」は５９・９％で、
「問題だとは思わない」は
３５・０％。桜を見る会を「廃止した方がよい」との答えは６

長期政権を「評価」55% 2 閣僚辞任「緩み」67%

４・７％に達し、
「続けた方がよい」の２６・９％を上回った。

日経世論調査

日韓の軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ＝ジーソミア）
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の失効回避を「評価する」は６６・２％、
「評価しない」は２

安倍晋三首相は 20 日に通算在任日数が憲政史上、最長となっ

１・５％だった。首相の下での改憲に反対は４９・２％で、賛

た。日本経済新聞社の 22～24 日の世論調査で、2012 年 12 月

成の３７・９％を上回った。

に発足した第 2 次安倍政権以降の仕事ぶりについて質問する

文部科学省が導入を予定する大学入学共通テストの国語と

と「評価する」と答えた人が 55%、
「評価しない」が 34%だっ

数学の記述式問題に、反対が３１・４％、賛成は１８・３％。

た。長期政権を評価する声が過半に達したが、一方で「安倍政

「どちらとも言えない」は４７・８％だった。

権に緩みがあると思う」と答えた人も 67%にのぼった。

二〇二〇年東京五輪のマラソンと競歩の札幌開催を「評価
する」は４３・４％、
「評価しない」は５０・６％だった。

第 2 次安倍政権以降の仕事ぶりを「評価する」と答えた人は
内閣支持層で 86%に上った。不支持層では 20%だった。
「評価し
ない」は内閣支持層で 8%、不支持層で 70%だった。特定の支持

内閣支持率、7 ポイント減の 50% 日経世論調査

政党を持たない無党派層では「評価する」が 38%、
「評価しな
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い」が 45%だった。

日本経済新聞社とテレビ東京による 22～24 日の世論調査で安

世代や性別、回答者の地域別で見ると、傾向に大きな違いはな

倍内閣の支持率は 50%となり、前回 10 月の調査から 7 ポイン

く「評価する」と答えた人が「評価しない」を上回った。桂太

ト下落した。不支持率は 4 ポイント増の 40%だった。首相主催

郎の在任日数を超え、安定的に政権を運営してきたことが評

の「桜を見る会」については、首相の支援者が多く招待された

価されている。

ことなどに関する安倍晋三首相の説明に「納得できない」と答
えた人が 69%だった。
「納得できる」と答えた人は 18%だった。

安倍内閣を「支持する」と答えた人は男性が前回 10 月の調査
より5 ポイント減の56%、
女性が同8 ポイント減の43%だった。
世代別では 18～39 歳が 59%、40 歳以上は 48%だった。

一方、政権の緩みには厳しい意見が目立つ。9 月の内閣改造か

ら 1 カ月半で菅原一秀前経済産業相、河井克行前法相と 2 閣

55%

評価する

僚が相次いで辞任したことを受け「政権に緩みがあると思う」

34%

評価しない

と答えた人は 67%に上った。
「あるとは思わない」の 27%を大き

7%

どちらともいえない

く引き離した。

3%

いえない・わからない

菅原氏が辞任した直後の前回の 10 月調査では「緩みがある」
は 56%、
「あるとは思わない」は 36%だった。その後に河井氏も

安倍首相に期待する政策ついて

辞任したため「緩みがある」がさらに高くなった。

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

今回は内閣支持層でも「緩みがある」は 53%を占め「あるとは

くつでもお答え下さい。

思わない」の 42%を上回った。自民党支持層でも「緩みがある」

41%

景気回復

は 57%で「あるとは思わない」は 39%にとどまった。10 月の調

28%

財政再建

査では内閣支持層や自民党支持層では「緩みがある」よりも

47%

社会保障の充実

「あるとは思わない」の方が多かった。

33%

教育の充実

首相主催の「桜を見る会」をめぐる問題などで内閣支持率は 7

32%

外交・安全保障

ポイント下がったが、それでも 50%あり、首相への評価は底堅

10%

憲法改正

い。10 人の名前を挙げて「次の政権の首相にふさわしいと思

15%

政治・行政改革

うのは誰か」を聞いたところ、安倍首相は前回 10 月調査の 16%

0%

その他

とほぼ横ばいの 14%で、順位は同じ 3 位だった。

8%

いえない・わからない

トップは自民党の石破茂元幹事長の 20%で小泉進次郎氏が 18%
で続いた。4 位は河野太郎氏の 8%で、枝野幸男氏と菅義偉氏

桜を見る会の説明について

が 6%、岸田文雄氏が 4%、茂木敏充氏が 2%、小渕優子氏が 1%だ

安倍首相が主催した「桜を見る会」に首相の支援者が多く招待

った。

されたことや、首相の後援会が開いた前夜祭の会費の扱いな
どが、国会で追及されています。あなたは、これまでの安倍首

支持率を追う 日経世論調査アーカイブ 2017.3.27 公開

相の説明に納得できますか、できませんか。

日経新聞 2019.11.25 更新取材・制作犬童文良、佐藤健、久能

18%

納得できる

弘嗣

69%

納得できない

あなたは安倍内閣を支持しますか、しませんか。

7%

どちらともいえない

内閣支持率

7%

いえない・わからない

支持する 50％
支持しない 40

2 人の閣僚の辞任について

いえない・わからない 9

今年 9 月の内閣改造から 1 カ月半の間で 2 人の閣僚が辞任し
ました。あなたは安倍政権に緩みがあると思いますか、思いま

政党支持率

せんか。

支持または好意を持っている政党

67%

政権に緩みがあると思う

39%

自民党

27%

政権に緩みがあるとは思わない

8%

立憲民主党

2%

どちらともいえない

1%

国民民主党

4%

いえない・わからない

4%

公明党

4%

共産党

憲法改正に向けた議論について

3%

日本維新の会

安倍首相は憲法改正に向けた議論を進めるよう呼び掛けてい

1%

社民党

ます。あなたは各党が国会で憲法改正の具体的な議論をすべ

1%

NHK から国民を守る党

きだと思いますか、思いませんか。

1%

れいわ新選組

74%

議論すべきだ

36%

支持(好意)政党なし

20%

議論する必要はない

3%

いえない・わからない

2%

どちらともいえない

4%

いえない・わからない

安倍首相の仕事ぶりの評価
安倍首相は今月 20 日で通算の首相在職日数が歴代最長になり

日韓関係について

ました。あなたは、第 2 次安倍政権発足以降の政権の仕事ぶ

日本政府は韓国との関係について、どのような姿勢で臨むべ

りを評価しますか、しませんか。

きだと思いますか。

21%

関係改善のため譲歩することもやむを得ない

69%

関係改善を急ぐ必要はない

5%

どちらともいえない

5%

いえない・わからない

消費税率 10%引き上げ後について
消費税率が 10%に上がった後、あなたの家計の支出はどうなり
ましたか。
27%

支出を減らした

69%

変わらない

1%

どちらともいえない

3%

いえない・わからない

次期首相にふさわしい人
次の政権の首相にふさわしいと思うのは誰ですか。次の 10 人
から 1 人だけお答え下さい。
14%

安倍晋三

20%

石破茂

6%

枝野幸男

1%

小渕優子

4%

岸田文雄

18%

小泉進次郎

8%

河野太郎

6%

菅義偉

2%

茂木敏充

22%

いえない・わからない

2019 年 11 月 回答者数 992 人

