2020 年 10 月 19 日～16 日
世論調査（時事、共同、朝日、読売・ＮＮＮ）

菅政権「来年９月まで」２９．０％ 続けてほしい在任期間―時
事世論調査
時事通信 2020 年 10 月 16 日 17 時 03 分
時事通信の１０月の世論調査で、
菅義偉首相に首相を続けてほ
しい期間を尋ねたところ、
「来年９月の自民党総裁任期まで」が
２９．０％で最も多かった。
「４年を超えできるだけ長く」１７．７％、
「２～３年以内」
１３．２％、
「１～２年以内」１２．９％、
「３～４年以内」１１．
８％と続いた。
これらを合わせると来年９月以降も続投すること
を望む意見は５割を超えた。
「わからない」は１１．７％だった。
調査は９～１２日、
全国１８歳以上の男女２０００人を対象に
個別面接方式で実施。有効回収率は６２．５％。

菅内閣支持５１．２％ 携帯引き下げなど一定評価―時事世論
調査
時事通信 2020 年 10 月 16 日 17 時 02 分

韓国、対日感情が大幅悪化 「最悪水準」―世論調査
時事通信 2020 年 10 月 15 日 17 時 04 分
内閣支持率の推移

韓国の対日感

時事通信が９～１２日に実施した菅内閣発足後初めての１０
月の世論調査によると、内閣支持率は５１．２％だった。不支持
率は１５．６％。単純比較はできないが、発足時支持率としては
第２次安倍内閣発足時の５４．０％を下回り、池田内閣以降で歴
代７番目。最高は小泉内閣の７２．８％。以下、細川内閣６２．
９％、鳩山内閣６０．６％の順。
携帯料金引き下げなど菅義偉首相が打ち出した「国民目線」の
政策が一定の評価を受けたとみられる。ただ、野党は２６日召集
の臨時国会で、
日本学術会議会員の任命拒否問題などを徹底追及
する方針。国会対応が首相にとって最初のハードルとなる。
首相が安倍晋三前首相の路線を継承することについて尋ねた
ところ、
「評価する」
（４３．４％）が「評価しない」
（２８．４％）
を上回った。
菅内閣の閣僚人事と自民党役員人事についても、
「評
価する」
（３５．３％）が「評価しない」
（２５．６％）より多か
った。
内閣を支持する理由（複数回答）は「他に適当な人がいない」
が最多の１８．０％で、
「首相を信頼する」１６．２％、
「印象が
良い」１５．０％と続いた。支持しない理由（同）は「期待が持
てない」７．１％、
「首相を信頼できない」６．０％、
「政策が駄
目」５．０％の順。
政党支持率は自民党が２６．４％、立憲民主党が３．８％。以
下、公明党３．０％、共産党１．９％、日本維新の会１．０％、
国民民主党０．５％、社民党０．３％、れいわ新選組０．３％、
ＮＨＫから国民を守る党０．１％で、
「支持政党なし」は５９．
２％だった。
調査は、
全国の１８歳以上の男女２０００人を対象に個別面接
方式で実施。有効回収率は６２．５％。

情の推移
【ソウル時事】日本の民間団体「言論ＮＰＯ」と韓国民間シン
クタンク「東アジア研究院」は１５日、共同世論調査の結果を発
表した。日本の印象を「良くない」と答えた韓国人は昨年比２２
ポイント増の７１．６％。
「良い」は同１９ポイント減の１２．
３％となり、
対日感情が大幅に悪化している現状が浮かび上がっ
た。
言論ＮＰＯによると、
２０１３年の調査開始以降
「最悪の水準」
という。
工藤泰志理事長は元徴用工問題や輸出規制厳格化などを
念頭に「政府間の不信の構造がこうした状況を招いた」と指摘。
新型コロナウイルスの影響で人的交流が停滞する中、
対日感情の
悪化が続く恐れがあると警告した。
「良くない」と答えた理由（複数回答）としては、
「歴史を正
しく反省していない」が６１．３％で最多。島根県竹島をめぐる
「領土対立」が４５．０％で続いた。日本の政治家の言動への反
感は２４．０％、輸出規制措置は８．８％、日本人の嫌韓感情は
７．５％だった。
任命拒否、首相説明不十分 72％ 内閣支持率 60％、共同通信調
査
2020/10/18 19:23 (JST)共同通信社

羽田空港で取材に応じる菅首相
共同通信社が 17、18 両日に実施した全国電話世論調査による
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と、日本学術会議が推薦した会員候補 6 人の任命拒否問題を巡
り、菅義偉首相の説明は「不十分だ」との回答が 72.7％に達し
た。
「十分だ」は 16.1％。新型コロナ感染拡大によって生活に「不
安を感じている」は「ある程度」を含め 72.9％に上った。菅内閣
の支持率は前回 9 月の調査と比べ、5.9 ポイント減の 60.5％、不
支持率は 5.7 ポイント増の 21.9％だった。
首相が看板政策に掲げる「デジタル庁」新設に対しては「期待
する」が 58.2％、
「期待しない」が 34.7％。
回答は固定電話 731 人、携帯電話 1239 人。

朝日新聞デジタル 2020 年 10 月 18 日 22 時 01 分

17、18 日に朝日新聞社が実施した全国世論調査（電話）で、新
型コロナ対策として政府が打ち出す観光支援策
「Go To トラベ
ル」について尋ねると、
「評価する」は 47%で、
「評価しない」は
43%だった。40 代以下は「評価する」が多く、70 歳以上は「評価
しない」が多いなど、世代で評価が割れた。
「Go To トラベル」を利用したいか聞くと、
「したい」36%と
「すでに利用した」15%を合わせた 51%が、
「したくない」46%を
やや上回った。年代別では、30 代以下は「したい」が多く、50 代
以上は「したくない」が多数だった。コロナの感染再拡大を「大
いに心配している」層では、
「利用したくない」52%が「利用した
い」31%を上回った。
東京五輪・パラリンピックについてどうするのがよいか、3 択
で聞いた。
「来年の夏に開催」は 41%で、7 月に同じ質問をしたと
きの 33%から増えた。
「再び延期」は 26%、
「中止」は 28%だった。
菅政権は、携帯電話会社に、料…
残り：320 文字／全文：729 文字

内閣支持率 53%に下落 不支持は 22% 朝日世論調査
朝日新聞デジタル 2020 年 10 月 18 日 22 時 01 分

首相就任 1 カ月。記者の質問を聞く菅
義偉首相=2020 年 10 月 16 日午前 9 時 4 分、首相官邸、恵原弘太
郎撮影

朝日世論調査―質問と回答〈10 月 17、18 日調査〉
朝日新聞デジタル 2020 年 10 月 18 日 22 時 05 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。丸カッコ内の数字は、9 月 16、17 日の調査結
果）
◆今の政治などについてうかがいます。あなたは、菅内閣を支持
しますか。支持しませんか。
支持する 53（65）
支持しない 22（13）
その他・答えない 25（22）
◇（
「支持する」と答えた人に）それはどうしてですか。
（選択肢
から一つ選ぶ=択一）
首相が菅さん 15〈8〉
自民党中心の内閣 17〈9〉
政策の面 23〈12〉
他よりよさそう 43〈23〉
その他・答えない 2〈1〉
◇（
「支持しない」と答えた人に）それはどうしてですか。
（択一）
首相が菅さん 14〈3〉
自民党中心の内閣 35〈8〉
政策の面 36〈8〉
他のほうがよさそう 10〈2〉
その他・答えない 6〈1〉
◆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。

[PR]
朝日新聞社は 17、18 日に全国世論調査（電話）を実施した。
菅内閣の支持率は 53%で、発足直後の前回 9 月調査の 65%から下
がった。日本学術会議をめぐる問題で、菅義偉首相のこれまでの
説明について 63%が「十分ではない」と答えた。
支持率を男女別にみると、男性は前回の 62%から 55%に、女性
は同 68%から 51%に下がった。年代別では、40 代以下の支持は 6
割と高めだった。60 代の支持は前回の 64%から 46%になった。若
年層の支持が比較的高く、女性の支持が低めだった第 2 次安倍
政権と似た傾向が見られた。
支持する理由としては「他よりよさそう」は 43%と最多で、
「政
策の面」23%、
「自民党中心の内閣」17%、
「首相が菅さん」15%が
続いた。前回の「首相が菅さん」は 23%だった。不支持率は前回
13%だったが、22%に増えた。支持しない理由は「政策の面」36%、
「自民党中心の内閣」35%、
「首相が菅さん」14%、
「他の方がよさ
そう」10%だった。
日本学術会議が推薦した学者の一部を、
菅首相が任命しなかっ
たことについても聞いた。
「妥当だ」は 31%、
「妥当ではない」は
36%。
「その他・答えない」も 33%いた。任命しなかった理由につ
いて、菅首相の説明を「十分だ」と答えたのは 15%。内閣支持層
でも「十分だ」は 23%、
「不十分」は 57%だった。
新型コロナウイルス対策につい…
残り：290 文字／全文：861 文字
GoTo 評価割れる 五輪は「来夏」4 割 朝日世論調査
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自民党 39（41）
立憲民主党 6（6）
公明党 3（3）
共産党 3（2）
日本維新の会 2（2）
国民民主党 0（1）
社民党 0（0）
希望の党 0（0）
NHK から国民を守る党 0（0）
れいわ新選組 0（0）
その他の政党 0（0）
支持する政党はない 41（38）
答えない・分からない 6（7）
◆仮に今、衆院選挙の投票をするとしたら、あなたは、比例区で
はどの政党に投票したいと思いますか。
（択一）
自民党 46（48）
立憲民主党 12（12）
公明党 5（6）
共産党 4（4）
日本維新の会 9（8）
国民民主党 2（1）
社民党 1（1）
希望の党 0（0）
NHK から国民を守る党 1（1）
れいわ新選組 2（2）
その他の政党 1（2）
答えない・分からない 17（15）
◆「日本学術会議」についてうかがいます。会員を選ぶにあたっ
て、菅首相は、学術会議が推薦した学者の一部を任命しませんで
した。あなたはこのことは妥当だと思いますか。妥当ではないと
思いますか。
妥当だ 31
妥当ではない 36
その他・答えない 33
◆日本学術会議が推薦した学者の一部を任命しなかった理由に
ついて、あなたは、菅首相のこれまでの説明は十分だと思います
か。十分ではないと思いますか。
十分だ 15
十分ではない 63
その他・答えない 22
◆あなたは、新型コロナウイルスを巡る、これまでの政府の対応
を評価しますか。評価しませんか。
評価する 49
評価しない 37
その他・答えない 14
◆あなたは、
菅首相は新型コロナウイルス対策で指導力を発揮し
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 26
発揮していない 45
その他・答えない 29
◆新型コロナウイルスの感染拡大で、あなたは、生活が苦しくな

る不安を感じますか。感じませんか。
感じる 52
感じない 46
その他・答えない 2
◆政府は、旅行代金の割引などで観光を支援する「Go To トラ
ベル」を実施しています。あなたは、
「Go To トラベル」を評
価しますか。評価しませんか。
評価する 47
評価しない 43
その他・答えない 10
◆あなたは、
「Go To トラベル」を利用したいと思いますか。
（択一）
利用したい 36
利用したくない 46
すでに利用した 15
その他・答えない 3
◆あなたは、
新型コロナウイルスの感染が再び拡大することをど
の程度心配していますか。
（択一）
大いに心配している 37
ある程度心配している 51
あまり心配していない 10
まったく心配していない 2
その他・答えない 0
◆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）
来年の夏に開催する 41
再び延期する 26
中止する 28
その他・答えない 5
◆菅政権は、携帯電話会社に対して、料金引き下げを促していま
す。あなたは、政府が携帯電話の料金引き下げに積極的にかかわ
ることをどの程度評価しますか。
（択一）
大いに評価する 39
ある程度評価する 43
あまり評価しない 13
まったく評価しない 3
その他・答えない 2
◆あなたは、
様々な手続きからハンコをなくしていくことに賛成
ですか。反対ですか。
賛成 55
反対 34
その他・答えない 11
◇
〈調査方法〉コンピューターで無作為に電話番号を作成し、固定
電話と携帯電話に調査員が電話をかける RDD 方式で、17、18 の
両日に全国の有権者を対象に調査した。
固定は有権者がいると判
明した 1085 世帯から 571 人（回答率 53%）
、携帯は有権者につな
がった 1860 件のうち 887 人（同 48%）
、計 1458 人の有効回答を
得た。
菅内閣支持率６７％、７ポイント低下…読売世論調査
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読売新聞 2020/10/18 22:02
読売新聞社が１６～１８日に実施した全国世論調査で、
菅内閣
の支持率は６７％で、前回（９月１９～２０日調査）の７４％か
ら７ポイント低下した。
不支持率は２１％
（前回１４％）
だった。
支持率を年代別にみると、
１８～３９歳は７８％
（前回７６％）
に達する一方、４０～５９歳は６８％（同７４％）
、６０歳以上
は５８％（同７４％）となり、高齢層での低下が目立った。
政党支持率は、自民党４２％（前回４７％）
、立憲民主党４％
（同４％）などで、無党派層は４１％（同３７％）となった。

固定電話 ５２４人（回答率６１％）
携帯電話 ５２７人（回答率４５％）
合計
１０５１人が回答
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．ｊｐ／ｙｏｒｏｎ

政府のコロナ対応「評価する」５６％…読売世論調査
読売新聞 2020/10/18 22:00
読売新聞社が１６～１８日に実施した全国世論調査で、
新型コ
ロナウイルスを巡る政府のこれまでの対応を「評価する」と答え
た人は５６％で、
８月７～９日調査の２７％から倍以上の割合に
上昇し、
「評価しない」３７％（８月調査６６％）と逆転した。
政府が観光支援策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業を実施してい
ることについては、
「適切だ」４８％、
「適切ではない」４４％と
意見が割れた。
大学の対面授業「再開を」７割…読売世論調査
読売新聞 2020/10/18 22:01
読売新聞社が１６～１８日に実施した全国世論調査で、
新型コ
ロナウイルスの影響でオンライン授業が続いている大学に対し、
政府が対面授業の再開を求めていることについて聞くと、
できる
だけ再開すべきだと「思う」人は７０％に上った。
「思わない」
は２２％だった。
菅内閣を「支持する」６７％ ７ｐｔ下がる
ＮＮＮ2020 年 10 月 18 日 22:37
ＮＮＮと読売新聞がこの週末に行った世論調査で、菅内閣を「支
持する」と答えた人は、先月、菅内閣の発足を受けて行った調査
から７ポイント下がって６７％でした。
世論調査で菅内閣を「支持する」と答えた人は６７％で、
「支持
しない」は２１％でした。
菅総理大臣が、
日本学術会議が推薦した会員候補６人の任命を拒
否した問題では、４７％の人が政府の対応に「納得できない」と
答えました。
一方で、
政府が学術会議の組織のあり方を見直す方針であること
については、
「評価する」と答えた人が５８％でした。
新型コロナウイルスをめぐる政府の対応については、
「評価する」
が「評価しない」を上回り、５６％となりました。
また、大学の授業について、７割の人がオンラインではなく対面
授業を再開すべきだと思うと答えました。
ＧｏＴｏトラベル事業の実施については「適切だ」が４８％、
「適
切ではない」が４４％でした。
一方、政府は、福島第一原発の処理水を放射性物質の濃度を基準
値以下になるまで薄めた上で海に放出する方針ですが、
この方針
に「賛成」と答えた人は４１％、
「反対」が５０％でした。
■ＮＮＮ・読売新聞世論調査
１０／１６～１８ 全国有権者に電話調査
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