2020 年 7 月 6 日
世論調査（ＪＮＮ）

閣僚の顔ぶれがよい 4.1（＋0.6）
政策に期待できる 9.7（－1.2）
自民党を中心とした内閣だから 31.1（＋1.0）
特に理由はない 33.3（－4.3）
答えない・わからない 2.7（＋1.0）
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 30.4％（+1.7 ㌽）
閣僚の顔ぶれが良くない 10.5（－2.6）
政策に期待できない 33.5（－0.6）
自民党を中心とした内閣だから 15.3（+1.4）
特に理由はない 8.7（＋0.5）
答えない・わからない 1.7（－0.4）
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 35.8％（＋1.7 ㌽）
立憲民主党 5.1（－1.0）
公明党 3.5（±0）
日本共産党 2.4（＋0.1）
国民民主党 0.6（－0.7）
日本維新の会 3.5（－0.4）
社会民主党 0.5（－0.1）
れいわ新選組 0.7（－0.4）
ＮＨＫから国民を守る党 0.4（＋0.3）
それ以外の政党を支持 1.0（＋0.9）
支持する政党はない 42.9（－0.1）
答えない・わからない 3.6（－0.1）

ＪＮＮ世論調査、安倍内閣支持率“最低”に
JNN2020 年 7 月 6 日 1 時 39 分
最新のＪＮＮの世論調査で、安倍内閣の支持率は３８．２％と
なりました。調査方法の違いはありますが、これは第二次安倍政
権発足後、最低の数字となります。
安倍内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より０．９
ポイント減って３８．２％でした。一方、支持できないという人
は０．６ポイント増加し、５９．８％でした。ＪＮＮでは２０１
８年１０月に調査方法を変更したため単純に比較はできません
が、これは、第二次安倍政権発足後では最低の支持率です。
新型コロナウイルスの感染防止に向けた政府のこれまでの取
り組みについて聞いたところ、
「評価する」が４６％と、
「評価し
ない」の４４％を上回りました。
一方、
政府がベトナムなど４か国を対象に出入国制限を緩和す
る方向で調整していることについて、
水際対策の緩和のスピード
が「適切だ」と答えた人は３２％だったのに対し、
「早すぎる」
と答えた人は５２％にのぼりました。
東京などでは新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向にあ
りますが、
政府は現時点で緊急事態宣言を再び発表する状況では
ないとしています。この政府の認識について聞いたところ、
「支
持する」は４４％、
「支持しない」は４８％でした。
東京オリンピック・パラリンピックについて、来年７月に予定
通り開催できると思うか聞きました。
「開催できると思う」は１
７％にとどまり、
「開催できないと思う」が７７％に達していま
す。
公職選挙法違反の疑いで逮捕された河井克行前法務大臣とそ
の妻の案里参院議員について、
「議員辞職すべきだ」と答えた人
は９割にのぼりました。
衆議院の解散総選挙についていつ行うのが望ましいか聞いた
ところ、
「任期満了まで行う必要はない」が３８％で、以下、
「今
年中」
、
「来年前半」
、
「来年後半」の順でした。

新型コロナウイルスについて
政府の対応を評価する？
新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大しています。
あなたは感染防止に向けた政府のこれまでの対応を評価します
か？評価しませんか？
評価する 46％（－2 ㌽）
評価しない 44（＋2）
答えない・わからない 11（＋1）
入国制限の緩和について？
政府は新型コロナウイルス対策のための出入国制限について、
ま
ずベトナムなど４か国との間でビジネス客に限定した出入国を
認める方向で調整するなど水際対策の緩和を進めています。
あなたはこの緩和のスピードについてどう思いますか？次の３
つの中から１つだけ選んで下さい。
適切だ 32％
早すぎる 52
遅すぎる 10
答えない・わからない 6
再度の緊急事態宣言について？
緊急事態宣言の解除時と比べると東京など一部地域では感染者
数が増加していますが、
政府は現時点で緊急事態宣言を再び発表

ＪＮＮ６月世論調査詳報
2020 年 7 月定例世論調査（7 月 6 日 1 時 39 分配信）
※（ ）内及び差は前回調査（2020 年 6 月 6、7 日調査との比較）
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 4.8％（＋0.4 ㌽）
ある程度支持できる 33.4（－1.3）
あまり支持できない 42.5（－1.9）
まったく支持できない 17.3（－1.3）
答えない・わからない 2.0（＋0.3）
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 19.1％（＋2.9 ㌽）
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する状態ではないとしています。
あなたは、この認識を支持しますか？支持しませんか？
支持する 44％
支持しない 48
答えない・わからない 8
濃厚接触者判定アプリを使う？
政府は、個人情報を使わない形で、濃厚接触者を判定するアプリ
を先月から導入しました。
あなたはこのアプリを使いますか？
次の４つから１つ選んでください。
絶対に使うと思う 7％（＋5 ㌽）
たぶん使うと思う 265（－9）
たぶん使わないと思う 52（＋5）
絶対に使わないと思う 12（±0）
答えない・わからない 3（－1）

衆院の解散総選挙について
解散・総選挙はいつおこなうのがよい？
現在の衆議院議員の任期は来年 10 月までです。衆議院の解散・
総選挙についてあなたはいつ行うのがよいと思いますか？
次の４つの中から 1 つだけ選んで下さい。
今年中 20％
来年前半 19
来年後半 14
人気完了まで行う必要はない 38
答えない・わからない 9
ポスト安倍について
次の自民党総裁にふさわしいのは？
安倍総理の自民党総裁としての任期は 2021 年の 9 月までです。
あなたは、次の自民党総裁に誰がふさわしいと思いますか。
次の 8 人の中から 1 人だけえらんで下さい。
安倍晋三 14％（＋1 ㌽）
石破茂 33（＋5）
加藤義信 1（±0）
岸田文雄 5（±0）
小泉新次郎 12（－3）
河野太郎 10（＋2）
菅義偉 4（±0）
茂木敏充 1（±0）
それ以外 0（－1）
答えない・わからない 21（－5）

東京オリ・パラについて？
東京オリ・パラは来年７月に開催できる？
東京オリンピック・パラリンピックについてあなたは来年７月に
開催できると思いますか？開催できないと思いますか？
開催できると思う 17％
開催できないと思う 77
答えない・わからない 7
イージス・アショアについて？
イージス・アショアの配備計画撤回について？
政府は地上配備型迎撃ミサイルシズテム「イージス・アショア」
の配備計画を撤回すると表明しました。
あなたは、この決定を評価しますか？評価しませんか？
評価する 51％
評価しない 29
答えない・わからない 20

調査方法 2020 年 7 月 4、5 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
2277人
（固定電話1020、
携帯電話1254） 有効回答1253
（55.1％）
（固定電話 626（61.4％）
、携帯電話 627（50.0％）
）

河井夫妻の公選法違反事件について？
河井夫妻に逮捕について
河井克行前法務大臣東京新聞その妻河井案里参議院議員が公職
選挙法違反の疑いで逮捕されました。
あなたは、２人が議員辞職すべきだと思いますか、その必要はな
いと思いますか
議員辞職すべきだ 90％
議員辞職する必要はない 5
答えない・わからない 9
選挙資金１億 5000 万円について？
河井案里参議院議員をめぐっては、
去年の参院選で自民党から陣
営に選挙資金として 1 億 5000 万円が渡っていたことがわかって
います。
あなたはこの件についての自民党側の説明に』
納得できますか？
納得できませんか？
納得できる 4％
納得できない 87
答えない・わからない 9
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