2020 年 3 月 24～23 日
世論調査（産経・ＦＮＮ，朝日＝都民調査、ＡＮＮ詳報）

明支持層の７７・５％だったほか、立民支持層でも５６・６％と
なるなど、共産党支持層（３１・３％）とれいわ新選組支持層（４
６・４％）を除き、野党でも過半数に達した。
年齢別では、男性は「適切」が１０～５０代のどの世代も７割
を超え、６０代以上も６７・２％に上った。女性は１０～２０代
が４５・７％とやや低かったが、３０代は７３・０％、４０代は
７４・６％となるなど、若年層以外はどの世代も６割を超えた。
大規模イベントの自粛については、自民、公明の支持層とも９
割以上が「適切」としたほか、野党支持層も軒並み過半数が「適
切」と回答。入国制限の強化についても、
「評価する」が与野党
全政党の支持層で６割超に上った。
経済対策については、立民支持層の３７・７％、国民支持層の
４２・０％、共産支持層の６１・４％などと野党支持層に消費税
率引き下げを「望ましい」とする声が広がるが、自民支持層でも
３１・５％、公明支持層でも２５・３％が「望ましい」と回答し
た。

内閣支持４１・３％ 東京五輪「延期」７０％ 産経・ＦＮＮ合
同世論調査
産経新聞 2020.3.23 12:16
産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）は２１、２
２両日に合同世論調査を実施した。
安倍晋三内閣の支持率は前回
調査（２月２２、２３両日実施）比５・１ポイント増の４１・３％
だった。不支持率は５・６ポイント減の４１・１％で、２カ月ぶ
りに支持率が上回った。
新型コロナウイルスをめぐる政府対応に
ついては「評価する」の回答が５・１ポイント増え、５１・４％
と半数を超えた。
「評価しない」は３８・９％だった。
今夏の東京五輪・パラリンピックのふさわしいあり方を尋ねた
ところ、
「延期」が７０・２％を占めた。
「観客を入れて予定通り
に開催」が１２・５％、
「観客を入れずに予定通り開催」は８・
５％、
「中止」は６・０％だった。
安倍首相が全国の小中高校などの一斉休校を要請したことに
ついては「適切」との回答が６８・４％に上った。大規模イベン
トの中止や延期などを要請したことも８６・８％が「適切」と答
えた。中韓両国や欧州などについて発行済み査証（ビザ）を無効
とするなど水際対策を強化したことに対しては「評価する」の回
答が８７・３％だった。
新型コロナの感染拡大による日本経済への影響について
「大変
懸念している」と「ある程度懸念している」が合わせて９２・４％
に上った。経済対策としての消費税減税は「望ましい」の回答が
３４・４％だったのに対し、
「消費税率はそのままで別の対策が
望ましい」が６１・０％だった。政府・与党が検討する国民への
現金給付が実現した場合は、
「すぐ使う」が４９・７％、
「貯蓄す
る」が４４・５％で対応が分かれた。
新型コロナの感染拡大に備える改正新型インフルエンザ等対
策特別措置法で可能となった緊急事態宣言の発令は
「慎重にすべ
きだ」が６５・０％だった。

【産経・ＦＮＮ合同世論調査】ポスト安倍、首相本人が再浮上、
自民支持層では石破氏に大差
産経新聞 2020.3.23 18:00
産経新聞社とＦＮＮの合同世論調査で、
次の首相にふさわしい
政治家を尋ねたところ、
安倍晋三首相が昨年９月の調査以来のト
ップに返り咲いた。
今年２月の前回調査などでは自民党の石破茂
元幹事長にリードを許していたが、
新型コロナウイルスの感染拡
大が欧州や米国で深刻化する中、
政府の感染防止対策が評価され
たようだ。
首相は前回調査より３・８ポイント増の１８・８％で、石破氏
の１８・５％や小泉進次郎環境相の９・８％を抑えた。自民党支
持層に限れば、３９・３％の支持を集め、石破氏の１９・７％を
大きく突き放した。
首相が要請した小中高校の一斉休校や大規模イベントの自粛
といった感染防止に向けた対策が評価され、
支持につながったと
みられる。新型コロナウイルスをめぐる政府の対応について「評
価する」と答えたのは首相の支持層では７７・２％に上り、石破
氏支持層の４４・１％を大きく上回った。
２月に政府の感染症対策本部の会合を欠席した小泉氏は落ち
込んでいたが、今回は一定程度回復した。立憲民主党の枝野幸男
代表は前回の６・０％から４・９％に落ち込んだ。

【産経・ＦＮＮ合同世論調査】新型コロナの政府対応、野党も評
価
産経新聞 2020.3.23 18:20
産経新聞社とＦＮＮの合同世論調査で新型コロナウイルスへ
の政府の対応について尋ねたところ、
前回
（２月２２、
２３両日）
と比べ野党支持層でも「評価する」との声が広がった。小中高校
の一斉休校や大型イベントの自粛要請といった措置についても
「適切」との意見が多数を占め、政府対応への理解が浸透してい
る実態がうかがえた。
政府対応について野党の支持層別にみると、
「評価する」が立
憲民主党で４０・２％（前回３５・５％）
、国民民主党で５５・
６％（同１９・７％）
、社民党で３７・６％（同１７・６％）に
上った。前回は半数を超えた「評価しない」も立民で４９・４％、
国民で２９・６％、社民で４６・６％まで下がった。
与党支持層では、自民党の７２・０％（前回６５・２％）
、公
明党の６６・５％（同４６・２％）が「評価する」と回答した。
一斉休校については、
「適切」が自民支持層の８３・０％、公

質問と回答（３月）
産経新聞 2020.3.23
【問】安倍晋三内閣を支持するか
支持する４１．３（３６．２） 支持しない４１．１（４６．７）
他１７．５（１７．１）
【問】どの政党を支持しているか
自民党３２．６（３１．５）
立憲民主党７．７（８．６）
国民民主党０．６（１．０）
公明党３．１（４．３）
共産党３．３（２．５）
日本維新の会３．８（３．８）
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社民党０．５（１．１）
ＮＨＫから国民を守る党０．２（０．７）
れいわ新選組０．８（１．８）
その他の政党０．８（０．５）
支持する政党はない４６．０（４１．９）
他０．６（２．２）
【続きは紙面参照】

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、東京オリンピック・
パラリンピックについて、7 割の人が「延期が望ましい」と答え
た。
調査は、3 月 21 日と 22 日、全国 18 歳以上の男女 1,052 人に、
電話調査(RDD 固定+携帯)で行った。
新型コロナウイルスをめぐる政府のこれまでの対応を
「評価す
る」は、2 月よりも伸びて 51.4%。
「評価しない」は、38.9%だっ
た。
政府が、
全国の小中学校や高校などの一斉休校を要請したこと
について、
「適切だ」は 68.4%で、
「適切でない」の 25.3%を上回
った。
また、19 日の専門家会議の見解を受けて、一斉休校の要請を
延長しない方針については、
「適切だ」は 73.8%。
「適切でない」
は、14.4%だった。
7 月に始まる東京オリンピック・パラリンピックの望ましい開
催の在り方について尋ねたところ、
「観客を入れて予定通り開催」
が 12.5%。
「観客を入れずに予定通り開催」が 8.5%、
「延期」が
70.2%、
「中止」が 6.0%だった。
感染拡大を受けた政府の経済対策については、
「消費税率の引
き下げが望ましい」は 34.4%。
「消費税率はそのままで、別の対
策が望ましい」は 61.0%だった。政府が検討している「現金給付」
については、
「すぐに使う」は 49.7%。
「貯蓄する」が 44.5%で、
対応が分かれた。
安倍内閣を「支持する」と答えた人は、2 月より 5.1 ポイント
増えて 41.3%。
「支持しない」と答えた人は、5.6 ポイント減って
41.1%だった。

立民など「森友」改めて追及 政権批判でも支持率下落の野党
産経新聞 2020.3.23 20:14
立憲民主党など主要野党は２３日の参院予算委員会で、
学校法
人
「森友学園」
への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書改竄
（か
いざん）や黒川弘務東京高検検事長の定年延長などを取り上げ、
政権運営を追及した。だが、産経新聞社とＦＮＮ（フジニュース
ネットワーク）が２１、２２両日に行った合同世論調査では、内
閣支持率が上昇した一方で立民などの支持率は下落。
政権批判が
支持につながらない現状が浮き彫りになった。
内閣の基本姿勢をテーマとした２３日の集中審議で、
野党は３
年前に国会を揺るがした「森友」を取り上げた。改竄をめぐり自
殺した財務省近畿財務局職員の手記が先週公表され、
職員の妻が
当時理財局長だった佐川宣寿（のぶひさ）氏と国に損害賠償を求
め提訴したからだ。
立民の福山哲郎幹事長は政府に再調査を要求。
社民党の福島瑞
穂党首は「当時、法務省の次官は黒川さん。官邸が動いたことは
あるか」と述べ、佐川氏を不起訴処分とした大阪地検の判断と、
政府がその後、
黒川氏の定年延長を決めたことを関連付けて批判
した。
だが、安倍晋三首相は「麻生太郎財務相の下、事実を徹底的に
調査し、
明らかにした。
検察が捜査した結果が出ている」
と強調。
手記に改竄の指示は佐川氏と記されていたことに関し、
財務省の
報告書も同様の結論だとの認識を示した。福島氏の批判にも「妄
想をたくましくしておられるが、そんな事実は全くない」と牽制
（けんせい）した。
安倍政権は平成３０年３月に文書改竄が発覚すると、
支持率が
大きく下がった。野党には「森友」で再び政権を窮地に追い込み
たいとの思惑があるようだが、野党こそが支持率下落にあえぐ。
合同世論調査で立民の支持率は７・７％と前回比で０・９ポイ
ント減り、社民は０・６ポイント減の０・５％だった。上昇した
のは共産党だけで、国民民主党は１％を割り込んだ。立民支持層
で枝野幸男代表を次の首相にふさわしいとしたのも２８・２％に
とどまり、２１・９％は自民党の石破茂元幹事長を挙げ、安倍政
権の対抗軸になれていない。
支持が広がらない背景には、
イベント自粛要請や小中高校の一
斉休校など、
新型コロナウイルスの感染拡大阻止に向けた政府の
対応が一定の評価を得ていることがある。
野党は今国会で首相主
催の「桜を見る会」などを追及してきたが、攻めあぐねており、
２３日は誰も取り上げなかった。
（田村龍彦）

東京都民、五輪「延期」が 73% 朝日新聞世論調査
朝日新聞デジタル 2020 年 3 月 24 日 5 時 00 分

東京都民に聞いた。どうする東京五輪

朝日新聞社は 21、22 の両日、東京都民を対象に世論調査（電
話）を実施した。東京五輪・パラリンピックをどうするのがよい
かを 3 択で聞くと、73%が「延期する」と答えた。
「予定通り開催
する」は 15%、
「中止する」は 9%だった。
開催地の東京でも、
延期論が大勢を占めている。
1 週間前の 14、
15 日実施の全国世論調査（電話）で、同じ質問をした時は、
「延

ＦＮＮ世論調査 五輪 7 割「延期望ましい」
ＦＮＮ2020 年 3 月 23 日 月曜 午後 0:20
FNN はこの週末、世論調査を実施した。
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期」が 63%だった。
新型コロナウイルスを巡る対応で、
小池百合子都知事がリーダ
ーシップを「発揮している」は 22%にとどまり、65%が「発揮して
いない」
と答えた。
小池知事を支持する層でも
「発揮していない」
が 56%と半数を超えた。
今年夏の都知事選についても尋ねた。小池氏が「知事を続ける
方がよい」は 45%で、
「他の人に代わる方がよい」は 29%だった。
小池氏は 2016 年、自民推薦候補らを破って初当選し、翌 17 年の
都議選でも自民党と全面対決したが、自民支持層でも 47%が、小
池氏の続投を支持した。国政の野党では、立憲支持層が続投派が
多めだったのに対し、共産支持層では交代派の方が多かった。
都知事選で、
自民党が小池氏に対抗する候補を
「立てるべきだ」
は 38%で、
「そうは思わない」40%と割れた。自民支持層では「立
てるべきだ」が 49%とほぼ半数だった。一方、野党が統一候補を
「立てるべきだ」は 45%で、
「そうは思わない」は 37%だった。
ここから続き
東京都が検討しているカジノを含む統合型リゾート（IR）の誘
致については「反対」73%が、
「賛成」の 21%を大きく上回った。
小池知事の支持層でも 77%が反対だった。
小池知事の支持率は 50%で、
前回 18 年 7 月の都民調査での 49%
と同水準。不支持率は 25%（前回 29%）だった。知事の最も評価
する点を 4 択で聞くと、
「発信力」が最も多く 49%。
「特にない」
の 32%が続き、
「改革」10%、
「政策」6%の順だった。

他の人に代わるほうがよい 29
その他・答えない 26
◆こんどの都知事選挙で、自民党は、小池知事に対抗する候補者
を立てるべきだと思いますか。そうは思いませんか。
立てるべきだ 38
そうは思わない 40
その他・答えない 22
◆こんどの都知事選挙で、
立憲民主党や共産党などの国政の野党
は、
統一候補を立てるべきだと思いますか。
そうは思いませんか。
立てるべきだ 45
そうは思わない 37
その他・答えない 18
◆小池知事は将来、国政に復帰したほうがよいと思いますか。復
帰しないほうがよいと思いますか。
復帰したほうがよい 21
復帰しないほうがよい 52
その他・答えない 27
◆あなたが、小池知事について、最も評価することは何ですか。
（択一）
政策 6
改革 10
発信力 49
特にない 32
その他・答えない 3
◆東京オリンピック・パラリンピックの開催経費についてうかが
います。あなたは、国や他の県などとの開催経費の分担をめぐる
小池知事の対応を、評価しますか。評価しませんか。
評価する 53
評価しない 27
その他・答えない 20
◆東京オリンピックのマラソンと競歩は、
札幌で行うことになり
ました。あなたは、このことは、よかったと思いますか。よくな
かったと思いますか。
よかった 41
よくなかった 45
その他・答えない 14
◆あなたは、新型コロナウイルスをめぐる東京都の対応で、小池
知事はリーダーシップを発揮していると思いますか。
発揮してい
ないと思いますか。
発揮している 22
発揮していない 65
その他・答えない 13
◆あなたは、東京オリンピック・パラリンピックをどのようにす
るのがよいと思いますか。
（択一）
予定通り開催する 15
延期する 73
中止する 9
その他・答えない 3
◆あなたは、
築地市場の豊洲移転をめぐる小池知事の一連の対応
を評価しますか。評価しませんか。
評価する 43

都民世論調査-質問と回答〈3 月 21、22 日実施〉
朝日新聞デジタル 2020 年 3 月 24 日 5 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）
◆あなたは、東京都の小池百合子知事を支持しますか。支持しま
せんか。
支持する 50
支持しない 25
その他・答えない 25
◇（
「支持する」と答えた人に）その理由は何ですか。
（選択肢か
ら一つ選ぶ=択一）
政策 9〈5〉
改革の姿勢や手法 27〈13〉
人柄や言動 22〈11〉
これまでの知事よりもよい 39〈19〉
その他・答えない 3〈2〉
◇（
「支持しない」と答えた人に）その理由は何ですか。
（択一）
政策 23〈6〉
改革の姿勢や手法 32〈8〉
人柄や言動 22〈6〉
これまでの知事のほうがよい 9〈2〉
その他・答えない 14〈3〉
◆この夏に都知事選挙があります。あなたは、小池さんが知事を
続けるほうがよいと思いますか。
他の人に代わるほうがよいと思
いますか。
知事を続けるほうがよい 45
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評価しない 38
その他・答えない 19
◆あなたは、
ギャンブルができるカジノを含む統合型リゾートを、
東京都に誘致することに賛成ですか。反対ですか。
賛成 21
反対 73
その他・答えない 6
◆東京都では、国より厳しい独自の受動喫煙対策として、従業員
を雇っている飲食店などを原則禁煙とする条例が、4 月から全面
的に実施されます。あなたは、この条例を評価しますか。評価し
ませんか。
評価する 73
評価しない 22
その他・答えない 5
◆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 34
立憲民主党 7
国民民主党 0
公明党 3
共産党 5
日本維新の会 0
社民党 0
希望の党 0
NHK から国民を守る党 0
れいわ新選組 1
都民ファーストの会 0
その他の政党 0
支持する政党はない 41
答えない・わからない 9
◇
＜調査方法＞ 3 月 21、22 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、
東京都内の有権者を対象に調査した。有権者がいると判明した
1770 世帯のうち、1065 人の有効回答を得た。回答率は 60%。
ＡＮＮ世論調査 2020 年 3 月調査 詳報
【調査日】2020 年 3 月 21･22 日(土･日曜日)【調査方法】電話調
査（RDD 方式）
【対象】全国 18 歳以上の男女 1962 人【有効回答率】55.9％
内閣支持率
あなたは、安倍晋三連立内閣を支持しますか、支持しませんか？
支持する 39.8% (前回比+-0.0)
支持しない 38.6% (前回比-3.6)
わからない、答えない 21.6% (前回比+3.6)
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。
安倍総理の人柄が信頼できるから 10.8%
支持する政党の内閣だから 20.8%
政策に期待が持てるから 9.5%
大臣の顔ぶれが良いから 1.1%
他の内閣より良さそうだから 47.0%
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その他 9.1%
わからない、答えない 1.7%
支持しない理由は何ですか？次の 6 つから 1 つを選んで下さい。
安倍総理の人柄が信頼できないから 43.7%
支持する政党の内閣でないから 5.7%
政策に期待が持てないから 29.6%
大臣の顔ぶれが良くないから 6.6%
他の内閣の方が良さそうだから 2.7%
その他 9.8%
わからない、答えない 1.9%
政党支持率
党 名

支持率（％） 前回比

自民党

43.5%

-1.9

立憲民主党

8.1%

-2.1

国民民主党

1.1%

-0.5

公明党

4.7%

0.9

共産党

3.5%

0.1

日本維新の会

2.6%

-0.1

社民党

0.9%

0.5

れいわ新選組

1.2%

0.1

NHK から国民を守る党

0.1%

-0.6

その他

3.0%

1.9

支持なし、わからない、答えない 31.3%
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新型コロナウイルス 現状認識
新型コロナウイルス感染症について、世界保健機関＝WHO は「世
界的な大流行」になっていると宣言しました。あなたは、今後、
日本国内の感染状況は、拡がっていくと感じますか、収まってい
くと感じますか？
拡がっていく 55%
収まっていく 34%
わからない、答えない 11%
休みにする休校要請について、延長しない方針を固めました。あ
なたは、これまでの一斉休校の要請を、評価しますか、評価しま
せんか？
評価する 62%
評価しない 27%
わからない、答えない 11%
新型コロナウイルス イベント自粛要請
安倍内閣は、大規模イベントの自粛要請について、引き続き慎重
に対応するよう求めました。あなたは、自粛を要請し続けること
を、評価しますか、評価しませんか？
評価する 73%
評価しない 16%
わからない、答えない 11%
新型コロナウイルス PCR 検査
新型コロナウイルスに感染しているかを調べる検査について、
あ
なたは、十分に行われていると思いますか、思いませんか？
思う 17%

思わない 70%
わからない、答えない 13%
新型コロナウイルス 現金給付
安倍内閣は、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策とし
て、1 人あたり 1 万 2000 円以上の現金給付を検討しています。
あなたは、この対策に効果があると思いますか、思いませんか？
思う 19%
思わない 70%
わからない、答えない 11%
新型コロナウイルス 消費減税
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策として、
与野党か
ら、
消費税率の引き下げを求める声が上がっています。
あなたは、
消費税率を引き下げることに賛成ですか、反対ですか？
賛成 53%
反対 38%
わからない、答えない 9%
東京五輪の開催
あなたは、7 月から開かれる東京オリンピック･パラリンピック
の開催について、どのようにお考えですか？次の 3 つから 1 つ
を選んで下さい。
このまま予定通り開く方がよい 14%
延期した方がよい 74%
中止した方がよい 9%
わからない、答えない 3%
森友問題 再調査の必要性
森友学園への土地売却を巡る文書を財務省が改ざんした問題で、
自殺した近畿財務局の職員の妻が「佐川理財局長の指示だった」
とする遺書を公開しました。
財務省はすでに調査を尽くしたとし
て、再調査を行わない考えです。あなたは、再調査を行う必要が
あると思いますか、思いませんか？
思う 73%
思わない 16%
わからない、答えない 11%
次期自民党総裁
安倍総理の自民党総裁としての任期は、あと 1 年半になります。
あなたは、次の自民党総裁には、誰がよいとお考えですか？次の
8 人から 1 人を選んで下さい。
安倍晋三（あべしんぞう） 16%
石破 茂（いしばしげる） 28%
岸田文雄（きしだふみお） 6%
小泉進次郎（こいずみしんじろう） 11%
河野太郎（こうのたろう） 6%
菅 義偉（すがよしひで） 4%
野田聖子（のだせいこ） 2%
その他の議員 1%
わからない、答えない 26%
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