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２０２３年２月２０日～１９日 

世論調査（読売新聞・ＮＮＮ、毎日、時事） 

 

内閣支持率４１％と４か月ぶり４割回復、偵察気球の撃墜方針

「支持」７０％…読売世論調査 

読売新聞2023/02/19 22:00 

 読売新聞社の全国世論調査では、中国の無人偵察用気球と推定

される物体が日本の領空を飛行していたことを受け、撃墜できる

よう政府が自衛隊の武器使用基準を緩和する方針を示したこと

について、「支持する」が７０％に上り、「支持しない」は２２％

にとどまった。 

２０１９年１１月２０日夕に鹿児島県

薩摩川内市で撮影された飛行物体＝せんだい宇宙館提供 

 岸田内閣の支持率は４１％となり、４か月ぶりに４割台を回復

した。前回１月１３～１５日調査は３９％だった。不支持率は４

７％（前回４７％）。 

 

 政党支持率は自民党が３５％（前回３６％）、立憲民主党が６％

（同６％）などで、無党派層は３９％（同４１％）。 

 調査は１７～１９日に実施した。 

 

物価高の家計負担「感じている」９１％、「大いに」が６０％と

急上昇…読売世論調査 

読売新聞2023/02/19 22:00 

 

 全国世論調査で、物価高による家計の負担を「感じている」は

９１％と、同じ質問をした昨年１０月調査の８６％から上昇した。

その内訳をみると、「大いに感じている」は今回６０％で、昨年

１０月調査の３７％から大幅に増えた。物価高の影響がより深刻

化していた。 

昨年５月に続き、今年１月にもコーヒーを値上げ

した喫茶店（１月２０日、大阪市内で） 

 子育て支援の大幅拡充を図る岸田首相の政策が、少子化の改善

につながると「期待できる」は２７％で、「期待できない」は６

４％に上った。児童手当の所得制限を撤廃することに「賛成」は

４７％で、「反対」は４５％と割れた。 

 

 調査は１７～１９日に読売新聞社が行った。 

 

マスク「できるだけ着けたい」女性６９％、男性５１％…読売世

論調査 

読売新聞2023/02/19 22:00 

 読売新聞社が１７～１９日に実施した全国世論調査で、今後の

マスク着用について尋ねたところ、「できるだけ着けたい」は６

０％となり、「できるだけ着けたくない」の３４％を大きく上回

った。男女別では、「できるだけ着けたい」とした男性は５１％

だったが、女性は６９％と差があった。 

マスク姿の観光客や買い物客でにぎわう商店

街（１月２０日、大阪市中央区で） 

 新型コロナウイルスを巡る政府の対応を「評価する」は６０％

で、前回から４ポイント上がった。「評価しない」は５ポイント

下がり、３２％だった。 

 

マスク“できるだけ着けたい”60%【NNN・読売新聞 世論調査】 

ＮＮＮ2/19(日) 22:00配信 

NNNと読売新聞が今月17日から19日まで行った世論調査で、

今後のマスク着用についてたずねたところ、「できるだけ着けた

い」が60パーセントで、「できるだけ着けたくない」の34％を

大きく上回りました。 同性婚を法的に認めることについては「賛

成」が66％、「反対」が24％でした。 児童手当に設けられてい

る所得制限を撤廃することには「賛成」が47％で、「反対」の45％

をやや上回ったものの、きっ抗しています。 中国の無人偵察用

の気球とみられる物体を必要に応じて撃墜できるよう、政府が自

衛隊の武器使用基準を緩和したことについては、「支持する」が

70％におよびました。 物価高による家計の負担をどの程度感じ

ているかについては「大いに感じている」が 60％に達し、去年

10月に同じ質問をしたときの37％から大幅に増えました。そし

て、「多少は感じている」の31％を合わせると、家計の負担を「感

じている」と答えた人は90％を超えました。「あまり感じていな
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い」は6％、「全く感じていない」は2％でした。 岸田内閣を「支

持する」と答えた人は41％で前の月とほぼ横ばい、「支持しない」

は47％で横ばいでした。 ■NNN・読売新聞世論調査  2月17

日から19日 全国有権者に電話調査  固定電話 410人（回答

率 55％）  携帯電話 634人（回答率 40％）  合計1044人

が回答 

 

ＮＮＮ2023.02.19 22:03 

物価高に負担“感じる”９１％ 世論調査 

NNNと読売新聞が今月17日から19日まで行った世論調査で、

物価高による家計の負担をどの程度感じているかについては「大

いに感じている」が60％でした。去年10月に同じ質問をしたと

きの37％から23ポイント増えました。 

そして、「多少は感じている」の31％を合わせると、家計の負担

を「感じている」と答えた人は90％を超えました。 

「あまり感じていない」は6％、「全く感じていない」は2％でし

た。 

■NNN・読売新聞世論調査 

 2月17日から19日全国有権者に電話調査 

 固定電話 410人（回答率 55％） 

 携帯電話 634人（回答率 40％） 

 合計1044人が回答 

 

ＮＮＮ2023.02.19 22:02 

“中国気球”撃墜可能「支持する」７０％ 

NNNと読売新聞が今月17日から19日まで行った世論調査で、

中国の無人偵察用の気球とみられる物体を必要に応じて撃墜で

きるよう、政府が自衛隊の武器使用基準を緩和したことについて

は「支持する」が 70％におよびました。「支持しない」は 22％

でした。 

■NNN・読売新聞世論調査 

 2月17日から19日全国有権者に電話調査 

 固定電話 410人（回答率 55％） 

 携帯電話 634人（回答率 40％） 

 合計1044人が回答 

 

ＮＮＮ2023年2月19日 22:01 

同性婚に賛成 66% 反対 24%を大きく上回る【NNN・読売新

聞 世論調査】 

 

NNNと読売新聞が今月17日から19日まで行った世論調査で、

同性婚を法的に認めることについてたずねたところ、「賛成」が

66％で「反対」の24％を大きく上回りました。 

■NNN・読売新聞世論調査 

 2月17日から19日全国有権者に電話調査 

 固定電話 410人（回答率 55％） 

 携帯電話 634人（回答率 40％） 

 合計1044人が回答 

 

ＮＮＮ定例世論調査2023年2月 

岸田内閣支持率 

あなたは、岸田内閣を、支持しますか、支持しませんか。 

  支持する 41% 

  支持しない 47% 

  その他 4% 

  答えない 9% 

支持不支持 

支持する理由を、次に読みあげる 6つの中から、1つだけ選

んでください。 

  政策に期待できる 12% 

  首相に指導力がある 2% 

  首相が信頼できる 10% 

  閣僚の顔ぶれがよい 2% 

  自民党中心の政権だから 19% 

  他によい人がいない 52% 

  その他 0% 

  答えない 2% 

支持しない理由を、次に読みあげる 6つの中から、1つだけ

選んでください。 

  政策に期待できない 36% 

  首相に指導力がない 20% 

  首相が信頼できない 20% 

  閣僚の顔ぶれがよくない 4% 

  自民党中心の政権だから 15% 

  他によい人がいる 4% 

  その他 0% 

  答えない 2% 

 

政党支持率 

今、どの政党を支持していますか。1つだけあげてください。 

政党名 支持率（前回）単位：% 前回比 

自民党 35 (36) -1 

立憲民主党 6 (6) - 

日本維新の会 4 (3) +1 

公明党 4 (3) +1 

共産党 2 (2) - 

国民民主党 1 (1) - 

れいわ新選組 1 (1) - 

社民党 0 (0) - 

NHK党 1 (1) - 

参政党 2 (1) +1 

その他の政党 0 (0) - 

支持する政党はない 39 (41) -2 

答えない 4 (5) -1 

新型コロナウイルスを巡る、日本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 60% 
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  評価しない 32% 

  答えない 8% 

政府は、新型コロナウイルス対策のマスク着用について、原則と

して、個人の判断に委ねることを決めました。あなたは今後マス

クを、できるだけ着けたいですか、できるだけ着けたくないです

か。 

  できるだけ着けたい 60% 

  できるだけ着けたくない 34% 

  答えない 6% 

岸田首相は、子育て支援策を大幅に拡充する方針を示しています。

この政策が、少子化の改善につながると期待できますか、期待で

きませんか。 

  期待できる 27% 

  期待できない 64% 

  答えない 9% 

現在の児童手当は、子ども1人につき、月1万円から1万5000

円が原則支給されますが、所得制限が設けられています。あなた

は、所得制限を撤廃することに、賛成ですか、反対ですか。 

  賛成 47% 

  反対 45% 

  答えない 8% 

中国の無人偵察用の気球とみられる物体が、日本の領空を相次い

で飛んでいたことが判明しました。日本政府は、必要に応じて撃

墜できるよう、自衛隊の武器使用基準を緩和する方針を示しまし

た。この方針を、支持しますか、支持しませんか。 

  支持する 70% 

  支持しない 22% 

  答えない 8% 

ロシアによるウクライナ侵略から、間もなく1年になります。日

本政府は、ウクライナへの支援を、さらに強化するべきだと思い

ますか、思いませんか。 

  思う 64% 

  思わない 24% 

  答えない 11% 

東日本大震災から12年となります。あなたは今、震災からの復

興にどのくらい関心がありますか。次の4つの中から、1つ選ん

でください。 

  大いにある 22% 

  ある程度ある 59% 

  あまりない 16% 

  全くない 3% 

  答えない 1% 

あなたは、男性同士、女性同士が結婚する「同性婚」を法的に認

めることに、賛成ですか、反対ですか。 

  賛成 66% 

  反対 24% 

  答えない 10% 

物価高による家計の負担を、どの程度感じていますか。次の4つ

の中から、1つ選んでください。 

  大いに感じている 60% 

  多少は感じている 31% 

  あまり感じていない 6% 

  全く感じていない 2% 

  答えない 1% 

日本銀行の黒田東彦（くろだ・はるひこ）総裁が、4月に任期満

了を迎えます。あなたは、黒田総裁が約10年間にわたって続け

てきた、大規模な金融緩和を評価しますか、評価しませんか。 

  評価する 45% 

  評価しない 39% 

  答えない 16% 

▼調査方法 

2023年2月17日(金)～2月19日(日)に、コンピューターで無作

為に作成した固定電話と携帯電話の番号にかけるＲＤＤ

（Random Digit Dialing）方式で18歳以上の有権者を対象に実

施。 

固定では有権者在住が判明した 744世帯の中から 410人、携帯

では応答のあった1603人の中から634人、計1044人の回答を

得た。回答率は固定55％、携帯40％。 

小数点以下四捨五入。グラフや表の数値は、合計が100％になら

ないことがある。０は0.5％未満。－は回答なし。 

※2018年7月からは日本テレビ系列各局と読売新聞社が共同で

調査を行う「NNNと読売新聞社の全国世論調査」となりました。 

 

毎日新聞世論調査 質問と回答 

毎日新聞 2023/2/20 東京朝刊 

     全体 前回  男性 女性 

 ◆岸田内閣を支持しますか。 

支持する 26（27） 29 24 

支持しない 64（66） 64 64 

答えない 9 （7）  7 12 

 ◆岸田政権の新型コロナウイルス対策を評価しますか。 

評価する 28（26） 30 26 

評価しない 48（52） 49 46 

残り1838文字（全文2016文字） 

 

「マスクなし、増やす」49％ 来月ルール緩和、高齢層は慎重 

毎日新聞世論調査 

毎日新聞 2023/2/20 東京朝刊  

 毎日新聞が18、19の両日に実施した全国世論調査では新型コ

ロナウイルスの対応についても質問した。政府は新型コロナ対策

のマスク着用ルールを 3月 13日から緩和すると決めたが、「マ

スクを外す場面を増やしたい」との回答は49％で、「マスクの着

用を続けたい」の44％を上回った。「マスクはしていない」も4％

あった。 

 年代別で見ると、40 代以下では「外す場面を増やしたい」が

多かったが、50～60代では「着用を続けたい」と「外す場面を

増やしたい」が拮抗（きっこう）。70歳以上では「着用を続けた

い」が多かった。年齢が上がるほど、マスクを外すことに慎重な

傾向が見られた。政府はマスク着用ルールを緩和し、屋内外を問

わず、着用するかどうかは個人の判断に委ねるほか、学校では4

月から着用を求めないことを基本とし、その前の卒業… 

残り682文字（全文1035文字） 
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「マスク外す場面増やしたい」49％ 「着用継続」上回る 世論

調査 

毎日新聞2023/2/20 

 

マスクの着用をどうするか 

 毎日新聞が18、19の両日に実施した全国世論調査では、新型

コロナウイルスの対応についても質問した。政府は新型コロナ対

策のマスク着用ルールを 3 月 13 日から緩和すると決めたが、

「マスクを外す場面を増やしたい」との回答は49％で、「マスク

の着用を続けたい」の 44％を上回った。「マスクはしていない」

も4％あった。 

 年代別で見ると、40代以下では… 

 

性的少数者の人権 「守られず」65％ 毎日新聞世論調査 

毎日新聞 2023/2/20 東京朝刊  

 
 毎日新聞は18、19の両日、全国世論調査を実施した。荒井勝

喜（まさよし）元首相秘書官が、LGBTQなど性的少数者や同性

婚に対する差別発言で更迭されたことを受けて、日本で性的少数

者の人権が守られていると思うか尋ねたところ、「守られている

と思う」との回答は15％にとどまり、「守られているとは思わな

い」の65％を大きく下回った。（2面に関連記事と「質問と回答」） 

 同性婚を法的に認めることについては、「賛成」が54％で、「反

対」の 26％を上回った。「わからない」も 20％あった。「賛成」

は若い世代ほど多く、18～29歳では約8割、30代と40代では

約 7割、50代でも 6割近くを占めた。一方で、60代では 5割

弱、70歳以上では4割弱にとどまった。調査方法が異なるため

単純に比較できないが、2015年3月の調査では、同性婚に賛成

が44％、反対は39％だった。 

残り339文字（全文715文字） 

 

LGBT の人権「守られているとは思わぬ」65％ 毎日新聞世論

調査 

毎日新聞 2023/2/19 13:53（最終更新 2/19 14:49）  

記者の質問を聞く岸田文雄首相（左）。右は荒

井勝喜首相秘書官（当時）＝首相官邸で2023年2月3日、竹内

幹撮影 

 毎日新聞は18、19の両日、全国世論調査を実施した。荒井勝

喜（まさよし）元首相秘書官が、LGBTQなど性的少数者や同性

婚に対する差別発言で更迭されたことを受けて、日本で性的少数

者の人権が守られていると思うか尋ねた。「守られていると思う」

は 15％にとどまり、「守られているとは思わない」が 65％に達

した。 

 少子化対策に関して、児童手当の所得制限を撤廃すべきだと思

うかとの質問では、「撤廃すべきだ」は 39％で、「撤廃する必要

はない」は49％だった。 

 政府が少子化対策の財源を確保するため増税することについ

ては、「賛成」が23％で、「反対」の63％を大きく下回った。 

 新型コロナウイルス対策のマスク着用について、政府は 3 月

13日からルールを緩和することを決めたが、「マスクの着用を続

けたい」は 44％で、「マスクを外す場面を増やしたい」の 49％

と拮抗（きっこう）した。「マスクはしていない」は4％だった。 

内閣支持率26％、横ばい 

 岸田内閣の支持率は26％で、1月21、22日の前回調査の27％

から横ばい。不支持率は 64％（前回 66％）だった。【伊藤奈々

恵】 

 

水放出 東電と政府「説明不十分」62％ 毎日新聞世論調査 

毎日新聞 2023/2/19 19:01（最終更新 2/19 19:01）  

東京電力福島第 1 原発の敷地内に並ぶ汚

染処理水をためるタンク（手前）＝福島県大熊町で2019年8月

1日、本社ヘリから北山夏帆撮影 

 毎日新聞が18、19の両日に実施した全国世論調査では、東京

電力福島第 1 原発の処理水についても聞いた。処理水を今年の

春か夏ごろから海に放出する政府の方針については「賛成」は

26％、「どちらかと言えば賛成」は 21％で、合わせて 47％が賛

成した。「反対」は16％、… 

残り239文字（全文369文字） 

 

韓国の対日好感度が過去最高 訪問客増や政権交代影響か―世

論調査 
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１１～１２月に実施した世論調査結果を公表した。日本に対し

「好感が持てる」と答えた人の割合は、韓国で前回調査（２０２

１年１１～１２月実施）比８．７ポイント増の３９．９％となり、

１５年の調査開始以降で最高だった。 

 韓国での対日好感度上昇について、調査担当者は「訪日客の増

加や（韓国で）政権が代わって日韓関係に修復の兆しが出てきた

こと」などを理由に挙げた。 

 調査は韓国のほか米国、英国、フランス、中国、タイの各国で、

それぞれ約１０００人を対象に電話、面接、オンラインで実施し

た。対日好感度はタイが９４．７％と最も高く、米国が８４．３％、

英国が７９．３％、フランスが７６．８％。中国は２５．５％で、

昨年から０．８ポイント低下した。 

 

 


