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2023年3月20日～ 

世論調査（朝日、読売・NNN、毎日、産経・FNN、共同、内閣府） 

 

岸田内閣支持率 40% 高齢層で上昇、18～30 代で低下 世論調

査 

朝日新聞デジタル石本登志男2023年3月19日 22時45分 

岸田文雄首相 

 

 18、19日に実施した朝日新聞の世論調査で、内閣支持率は40%

で、前回2月調査の35%から上昇した。不支持率は50%（前回

調査は 53%）で、不支持率が支持率を上回るのは 7 カ月連続と

なる。 

 内閣支持率は2月調査と比べて、男女別では男性39%→42%、

女性 31%→38%とどちらも上昇傾向だった。年代別では 60 代

35%→46%、70歳以上33%→51%と高齢層で上昇が顕著となっ

た。一方で、18～29歳39%→35%、30代30%→24%と下落傾

向の年代もあった。自民支持層でも 68%→74%と上昇が見られ

た。（石本登志男） 

     ◇ 

 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、18、19

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 981 世帯から 506 人（回答率 52%）、携帯は有権者に

つながった2178件のうち798人（同37%）、計1304人の有効

回答を得た。 

 

高市氏説明、「納得できない」62% 放送法文書、朝日新聞世論

調査 

朝日新聞デジタル2023年3月19日 22時56分 

参院内閣委員会で、立憲民主党の塩村文夏氏の質

問に挙手する高市早苗経済安全保障担当相=2023 年 3 月 17 日

午前10時49分、国会内、上田幸一撮影 

 

 18、19日に実施した朝日新聞の世論調査で、放送法をめぐる

安倍政権下の総務省の行政文書について、当時の総務相だった高

市早苗経済安全保障相が「捏造（ねつぞう）で内容は不正確」と

した説明について聞くと、「納得できない」62%が「納得できる」

17%を上回った。 

 高市氏は2015年5月、国会答弁で政治的公平性をめぐり解釈

を追加。「放送事業者の番組全体をみて判断する」というそれま

での解釈から、「一つの番組のみでも、極端な場合は政治的公平

を確保しているとは認められない」と答弁した。総務省の行政文

書には、首相官邸側の働きかけでこの解釈の追加に至る過程が記

されている。 

 高市氏の「捏造」との説明について、内閣支持層でも58%、自

民支持層の56%が「納得できない」と答えた。男女別では、女性

で「納得できない」が64%だった。 

 文書には、当時の礒崎陽輔首相補佐官が、放送法の政治的公平

性をめぐり新たに解釈を加えるよう総務省側に働きかける発言

が記載されている。この働きかけは問題があるかを尋ねると、「問

題がある」50%が「問題はない」28%を上回った。 

     ◇ 

 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、18、19

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 981 世帯から 506 人（回答率 52%）、携帯は有権者に

つながった2178件のうち798人（同37%）、計1304人の有効

回答を得た。 

 

韓国の徴用工問題解決策「評価」55% 首脳会談も 63% 世論

調査 

朝日新聞デジタル2023年3月19日 23時10分 

首脳会談を終えて記者会見する韓国の尹

錫悦（ユン・ソンニョル）大統領（左）と岸田文雄首相=2023年

3月16日午後6時49分、首相官邸、上田幸一撮影 

 

 朝日新聞社は18、19の両日、全国世論調査（電話）を実施し

た。16 日に開かれた岸田文雄首相と韓国の尹錫悦（ユンソンニ

ョル）大統領の首脳会談について「評価する」と答えた人は63%

で、「評価しない」21%を上回った。徴用工問題で韓国政府が発

表した「解決策」については「評価する」55%が「評価しない」

28%を上回った。 

〈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、18、19
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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 981 世帯から 506 人（回答率 52%）、携帯は有権者に

つながった2178件のうち798人（同37%）、計1304人の有効

回答を得た。 

 国際会議の機会ではない韓国大統領の単独の訪日は約12年ぶ

りで、両国首脳が頻繁に訪問する「シャトル外交」の再開などで

も一致した。首脳会談について内閣支持層では 78%が「評価す

る」と答え、内閣不支持層でも「評価する」は56%と半数を超え

た。 

 徴用工問題で、被告の日本企… 

残り541文字 

 

福島第一原発処理水の海洋放出「賛成」51% 朝日新聞世論調査 

朝日新聞デジタル石本登志男2023年3月19日 22時51分 

東京電力福島第一原発。敷地内

に「処理水」を保管するタンクが並んでいる=2023年 3月 5日

午後3時6分、嶋田達也撮影 

 

 18、19日に実施した朝日新聞の世論調査で、政府が今夏まで

に始める方針を示している東京電力福島第一原発の処理水の海

洋放出について賛否を聞くと、「賛成」51%が「反対」41%を上

回った。21年5月と22年2月に質問した際には賛否が拮抗（き

っこう）していたが、今回初めて賛否に差がついた。男女別では、

男性は「賛成」が60%で「反対」34%を上回ったが、女性は「反

対」48%が「賛成」42%をやや上回った。 

 また政府は2月末に、運転開始から60年を超えて原発を運転

できるようにするための法案を閣議決定した。原発を60年を超

えて運転できるようにすることについて聞くと、「賛成」45%、

「反対」43%と拮抗した。高齢層で「反対」が多く、60代の52%、

70歳以上の50%が「反対」と答えた。40代以下では「賛成」が

多く、18～29歳の53%、30代の57%が「賛成」と答えた。男

女別では男性が「賛成」54%と多めだった。（石本登志男） 

     ◇ 

 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、18、19

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 981 世帯から 506 人（回答率 52%）、携帯は有権者に

つながった2178件のうち798人（同37%）、計1304人の有効

回答を得た。 

 

WBC「侍ジャパン」、8 割が「楽しみ」 30 代以下の層で少し

低め 

朝日新聞デジタル石本登志男2023年3月19日 23時01分 

七回裏の開始前、盛りあがる日本の

応援団=諫山卓弥撮影 

 

 

 18、19日に実施した朝日新聞の世論調査で、ワールド・ベー

スボール・クラシック（WBC）で3大会ぶり3度目の優勝をめ

ざす日本代表「侍ジャパン」の活躍を楽しみにしているかを尋ね

たところ、「楽しみにしている」は80%で、「それほどでもない」

18%を大きく上回った。 

 「楽しみにしている」は男女別では男性81%、女性80%と大

きな違いはなく、年代別では70歳以上で89%となるなど高齢層

で高い傾向が出た。 

 一方で30代では69%と全体と比べると低めになっている。代

表選手と年代が近い 18～29 歳では 76%と全体よりわずかに低

かった。 

 日本は 20日（日本時間 21 日）に行われる準決勝でメキシコ

と対戦する。（石本登志男） 

     ◇ 

 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、18、19

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 981 世帯から 506 人（回答率 52%）、携帯は有権者に

つながった2178件のうち798人（同37%）、計1304人の有効

回答を得た。 
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札幌五輪招致、北海道も賛成が上回る 東京は拮抗 朝日新聞

世論調査 

朝日新聞デジタル3/20(月) 20:30配信 

大倉山ジャンプ競技場のジャンプ台

=2023年1月、札幌市中央区 

 2030年冬季五輪・パラリンピックの札幌市での開催について、

朝日新聞社は18、19日の全国世論調査（電話）で賛否を尋ねた。

全国では「賛成」が60%、「反対」が33%と賛成の方が多かった。

地域別では地元の北海道も「賛成」が「反対」をやや上回った。

都市別では東京で賛否が拮抗（きっこう）した一方、大阪では賛

成が反対を大きく上回った。  昨年9月の調査では、北海道だ

け「反対」が「賛成」を上回っていたが、半年経って全国と同じ

傾向になった。 

 

マスク着用する機会「減らなかった」74% 朝日新聞世論調査 

朝日新聞デジタル石本登志男2023年3月19日 23時13分 

上野公園で花見を楽しむ人たち

=2023年3月19日午後0時26分、東京都台東区、小玉重隆撮

影 

 

 18、19日に実施した朝日新聞の世論調査で、マスク着用が13

日から個人の判断に委ねられていることを受け、「あなた自身は

マスクを着けることが減ったか、減らなかったか」と聞いた。「減

らなかった」74%が「減った」23%を大きく上回った。「減った」

は男女で差があり、男性29%、女性17%だった。また年代別で

は18～29歳で33%と多めだった。 

 「減らなかった」と答えた人に理由を5択で尋ねると、「感染

対策のため」50%、「花粉症だから」21%、「マスクが習慣になっ

たから」15%、「周りが着けているから」10%、「顔を隠せるから」

3%の順だった。「感染対策のため」は 60 代で 60%、70 歳以上

で 60%。30 代以下では 3 割程度だった。「花粉症だから」は若

年層で多く、18～29歳の29%、30代の33%が答えた。（石本登

志男） 

 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、18、19

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 981 世帯から 506 人（回答率 52%）、携帯は有権者に

つながった2178件のうち798人（同37%）、計1304人の有効

回答を得た。 

 

内閣支持率４２％で横ばい、不支持率４３％…読売世論調査 

読売新聞2023/03/19 22:00 

 読売新聞社の全国世論調査では、岸田内閣の支持率は４２％と

なり、前回（２月１７～１９日調査）の４１％から横ばいだった。

不支持率は４３％（前回４７％）。 

賃上げなど子育て政策について会見を行う岸田

首相（１７日、首相官邸で） 

 岸田内閣に今後優先して取り組んでほしい課題（複数回答）は、

「景気や雇用」が９０％と最多で、「物価高対策」８５％、「年金

など社会保障」７８％、「少子化対策」７４％などが続いた。 

 調査は１７～１９日に実施した。 

 

日韓首脳会談「評価する」６５％、両国の関係「良くなる」３２％

…読売世論調査 

読売新聞2023/03/19 22:00 

 読売新聞社は１７～１９日、全国世論調査を実施し、岸田首相

と韓国の 尹 錫 悦
ユンソンニョル

 大統領との首脳会談を「評価

する」は６５％に上り、「評価しない」は２４％だった。 

首脳会談で握手を交わす岸田首相（右）と韓国の

尹錫悦大統領 

 元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）の訴訟問題を巡り、韓国の

財団が被告の日本企業の賠償金相当額を支払うとする韓国政府

の解決策を「評価する」は５８％となり、「評価しない」３１％

を上回った。今後の日韓関係は「良くなる」３２％、「悪くなる」

４％、「変わらない」６１％だった。 

 

日韓関係改善は「サプライズ」、中高年ほど期待…読売世論調査 

読売新聞2023/03/20 07:41 
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 読売新聞社は１７～１９日、全国世論調査を実施し、１６日に

行われた岸田首相と韓国の 尹 錫 悦
ユンソンニョル

 大統領との

首脳会談を「評価する」は６５％に上り、「評価しない」の２４％

を大きく上回った。岸田内閣の支持率は４２％と前回（２月１７

～１９日調査）の４１％から横ばい。不支持率は４３％（前回４

７％）だった。 

 日韓首脳会談への評価を支持政党別でみると、「評価する」は

与党支持層で７７％、野党支持層で６５％、無党派層で５５％と、

いずれも多数を占めた。 

 元徴用工（旧朝鮮半島出身労働者）の訴訟問題を巡り、韓国の

財団が被告の日本企業の賠償金相当額を支払うとする韓国政府

の解決策を「評価する」は５８％で、「評価しない」３１％を上

回った。今後の日韓関係は「良くなる」３２％、「悪くなる」４％、

「変わらない」６１％だった。 

 岸田内閣に今後優先して取り組んでほしい課題（複数回答）は、

「景気や雇用」が９０％と最多で、「物価高対策」８５％、「年金

など社会保障」７８％、「少子化対策」７４％などが続いた。参

院が、ガーシー（本名・東谷義和）議員を「除名」とした対応を

妥当だと「思う」は、９１％に上った。 

 政党支持率は自民党が３５％（前回３５％）、立憲民主党が５％

（同６％）などで、無党派層は４２％（同３９％）。 

日韓改善 中高年ほど期待…読売世論調査 関係「良くなる」３

２％ 

 

 読売新聞社の全国世論調査では、従来、韓国に対して厳しい見

方をしてきた中高年世代ほど、最近の日韓関係改善の動きを評価

する傾向がみられた。 

 岸田首相と韓国の 尹 錫 悦
ユンソンニョル

 大統領による先の日

韓首脳会談を「評価する」は、６０歳以上が６９％、４０～５９

歳は６６％と、１８～３９歳の若い世代の５６％を約１０ポイン

ト上回った。今後の日本と韓国の関係について、「良くなる」（全

体３２％）との回答も、６０歳以上が３７％、４０～５９歳は３

２％と３割を超えた。１８～３９歳は２５％だった。尹氏が元徴

用工（旧朝鮮半島出身労働者）訴訟問題で解決策を示すなど、一

連の韓国側の対応が、中高年世代にはサプライズだったようだ。 

 読売新聞が昨年５月に実施した日韓共同世論調査では、韓国を

信頼できないとの回答は、「あまり」「全く」を合わせて６０歳以

上は７０％、４０～５９歳が７１％だった。１８～３９歳は５

９％で、韓国の流行や音楽などに接することが多い若い世代は、

中高年世代ほど韓国への見方が厳しくなかった。 

 一方、調査では、政府が新型コロナウイルス対策のマスク着用

を個人の判断に委ねたことは、「評価する」が７４％となり、「評

価しない」２４％を大きく上回った。 

 物価高による家計の負担は、「大いに」「多少は」を合わせて９

２％が「感じている」と回答。「大いに感じている」は５５％に

上った。日銀の植田和男・次期総裁が大規模な金融緩和を継続す

る考えを示したことは、「評価する」５７％、「評価しない」２３％

だった。 

 

ガーシー議員の除名「妥当」９１％…読売世論調査 

読売新聞2023/03/19 22:00 

 読売新聞社の全国世論調査で、ガーシー（本名・東谷義和）議

員を「除名」とした参院の対応について、妥当だと「思う」は９

１％に上り、「思わない」は６％だった。 

参院本会議で「除名」が決定し、職員によっ

て取り外されるガーシー氏の氏名標 

 政党支持率は自民党が３５％（前回３５％）、立憲民主党が５％

（同６％）、日本維新の会３％（同４％）、公明党３％（同４％）

などで、無党派層は４２％（同３９％）だった。 

 調査は１７～１９日に行った。 

 

２０２３年３月 電話全国世論調査 質問と回答 

読売新聞2023/03/20 05:00 

本社全国世論調査結果（数字は％） 

 ＝質問文一部要約＝ 

 選択肢を読みあげた質問は末尾に※印 

 （ ）内の数字は前回２月１７～１９日の結果 

◆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 ４２（４１） ・その他 ４（４） 

・支持しない４３（４７） ・答えない１０（９） 

▼支持する理由（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。（左の数字は「支持する理由」、 

右は「支持しない理由」）※ 

・政策に期待できる（できない） １５ ３６ 

・首相に指導力がある（ない）  ３ ２１ 

・首相が信頼できる（できない） １２ １３ 

・閣僚の顔ぶれがよい（よくない）２ ５ 

・自民党中心の政権だから    ２３ １９ 

・他によい人がいない（いる）  ４４ ４ 

・その他            １ ０ 

・答えない           ０ ２ 

◆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。 

・自民党   ３５（３５） 

・立憲民主党 ５（６）・政治家女子 

・日本維新の会３（４） ４８党 １（１） 

・公明党   ３（４）・参政党  １（２） 

・共産党   ２（２）・その他  ０（０） 

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20230320-OYT1I50013/
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20230319-OYT1I50102/
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・国民民主党 ２（１）・支持する 

・れいわ新選組１（１） 政党はない４２（３９） 

・社民党   ０（０）・答えない ４（４） 

◆今後、岸田内閣に、優先して取り組んでほ 

しい課題を、いくつでも選んでください。※ 

・景気や雇用            ９０ 

・物価高対策            ８５ 

・財政再建             ６０ 

・新型コロナウイルス対策      ３０ 

・年金など社会保障         ７８ 

・少子化対策            ７４ 

・外交や安全保障          ７２ 

・原発などエネルギー政策      ６２ 

・地方の活性化           ６５ 

・憲法改正             ３０ 

・その他－・とくにない０・答えない－ 

◆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・評価しない３２・答えない８ 

◆政府が、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 

に委ねると決めたことを、評価しますか、 

評価しませんか。 

・評価する７４・評価しない２４・答えない３ 

◆今後の日本と韓国の関係は、今より良く 

なると思いますか、悪くなると思いますか、 

それとも、変わらないと思いますか。 

・良くなる ３２    ・変わらない ６１ 

・悪くなる ４    ・答えない  ３ 

◆岸田首相は、韓国の尹錫悦大統領と首脳 

会談を行いました。あなたは、今回の日韓 

首脳会談を、全体として、評価しますか、 

評価しませんか。 

・評価する６５・評価しない２４・答えない１１ 

◆韓国政府は、第２次世界大戦中の元徴用 

工らに対し、韓国の財団が日本企業に代わ 

って賠償金の相当額を支払うとする解決策 

を発表しました。このことを、評価します 

か、評価しませんか。 

・評価する５８・評価しない３１・答えない１１ 

◆参議院は、昨年夏に当選してから一度も 

国会に出席していないガーシー議員につい 

て、議員の身分を失う「除名」としました。 

この対応は、妥当だったと思いますか。 

・思う９１ ・思わない６ ・答えない３ 

◆放送法は、テレビやラジオの放送局に番 

組の「政治的公平性」を求めています。政 

府は従来、番組全体で公平性を判断してき 

ましたが、安倍内閣時代に１つの番組だけ 

でも判断できるとの解釈を加えました。こ 

のことは、問題だと思いますか。 

・思う５９ ・思わない２６ ・答えない１５ 

◆日本銀行の植田和男・次期総裁が、現在 

の大規模な金融緩和を続ける考えを示した 

ことを、評価しますか、評価しませんか。 

・評価する５７・評価しない２３・答えない２０ 

◆物価高による家計の負担を、どの程度感 

じていますか。１つ選んでください。※ 

・大いに感じている         ５５ 

・多少は感じている         ３７ 

・あまり感じていない        ６ 

・全く感じていない         ２ 

・答えない             ０ 

 …………………………………………… 

【調査方法】 ３月１７～１９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◎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７４５世帯の中から４１２人、携帯 

では応答のあった１６１８人の中から５８９人、計 

１００１人の回答を得た。回答率は固定５５％、 

携帯３６％。「政治家女子４８党」は前回はＮ 

ＨＫ党。 

 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。 

 ◎ ＲＤＤ ＝Ｒａｎｄｏｍ Ｄｉｇｉｔ Ｄｉａｌｉｎｇ 

 

岸田内閣“支持”42％“不支持”43％【NNN・読売新聞 世論調査】 

日テレNEWS3/19(日) 22:01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、

岸田内閣を「支持する」と答えた人は前の月と、ほぼ横ばい、1

ポイント上がって42％でした。「支持しない」は4ポイント下が

って 43％。 「支持する」は緩やかに上がり、「支持しない」は

緩やかに下がっていて、内閣支持率は回復傾向にあります。  

■NNN・読売新聞世論調査 3 月 17 日から 19 日 全国有権者

に電話調査 固定電話 412人（回答率55％） 携帯電話 589人

（回答率36％） 合計1001人が回答 

 

韓国との関係は？「変わらない」最多61％【NNN・読売新聞 世

論調査】 

日テレNEWS3/19(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、

https://news.yahoo.co.jp/articles/73b8eb18e2c2b0839bf07fbe44844ffb239b40d7/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/73b8eb18e2c2b0839bf07fbe44844ffb239b40d7/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%86%85%E9%96%A3%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%8E%87&fr=link_kw_nws_direct
https://news.yahoo.co.jp/articles/73b8eb18e2c2b0839bf07fbe44844ffb239b40d7/images/000
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今後の日韓関係は今より良くなると思うか、たずねたところ「変

わらない」が最も多く61％でした。「良くなる」は32％、「悪く

なる」は4％でした。  

岸田首相と韓国の尹錫悦大統領との首脳会談については、「評価

する」が65％、「評価しない」が24％でした。 韓国政府が発表

した、いわゆる元徴用工をめぐる問題の解決策については、「評

価する」が58％、「評価しない」が31％でした。 政府が新型コ

ロナ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

と決めたことについては、「評価する」が 74％でした。「評価し

ない」は24％。 当選してから一度も国会に出席しなかったガー

シー参議院議員を除名としたことについては、妥当だったと「思

う」が91％に達しました。「思わない」は6％。 安倍内閣時代に

1 つの番組だけでも政治的公平性を判断できるとの解釈を加え

たことについて、問題だと思うか、たずねたところ、「思う」は

59％、「思わない」は26％でした。 物価高による家計の負担を

どの程度感じているかは「大いに感じている」が 55％で、前の

月より5ポイント下がりました。 ただ、「多少は感じている」は

37％と 6 ポイント上がっていて、合わせると、負担を「感じて

いる」と答えた人は92％で、前の月の91％と、ほぼ横ばいでし

た。「あまり感じていない」は6％、「全く感じていない」は2％。 

今後、岸田内閣に優先して取り組んでほしい課題をたずねたとこ

ろ、「景気や雇用」が最も多く90％、続いて「物価高対策」が85％、

「年金など社会保障」が 78％でした。 一方で、「新型コロナ対

策」は30％で、去年7月に同じ質問したときより、27ポイント

下がり、およそ半減しました。 岸田内閣を「支持する」と答え

た人は前の月とほぼ横ばいの42％でした。「支持しない」は4ポ

イント下がり43％。  

■NNN・読売新聞世論調査 3 月 17 日から 19 日 全国有権者

に電話調査 固定電話 412人（回答率55％） 携帯電話 589人

（回答率36％） 合計1001人が回答 

 

コロナ対策のニーズ“激減”57％→30％【NNN・読売新聞 世論

調査】 

日テレNEWS3/19(日) 22:03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、岸田内閣に優先して取り組んでほしい課題をたずねたとこ

ろ、「新型コロナ対策」は30％でした。 去年7月に同じ質問を

したときは 57％だったので 27 ポイント下がり、およそ半減し

ました。 ほかは「景気や雇用」が最も多く90％。（2022年7月

調査：91％） 続いて「物価高対策」が 85％。（同 80％） 「年

金など社会保障」が78％。（同73％） 「少子化対策」が74％。

（同71％） 「外交や安全保障」が72％。（同76％） 「地方の

活性化」が65％。（同62％） 「原発などエネルギー政策」が62％。

（同63％） 「財政再建」が60％。（同61％） 「憲法改正」が

30％。（同37％）  

■NNN・読売新聞世論調査 3 月 17 日から 19 日 全国有権者

に電話調査 固定電話 412人（回答率55％） 携帯電話 589人

（回答率36％） 合計1001人が回答 

 

定例世論調査2023年3月（NNN） 

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 42% 

  支持しない 43% 

  その他 4% 

  答えない 10% 

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 15% 

  首相に指導力がある 3% 

  首相が信頼できる 12% 

  閣僚の顔ぶれがよい 2% 

  自民党中心の政権だから 23% 

  他によい人がいない 44% 

  その他 1% 

  答えない 0% 

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 21% 

  首相が信頼できない 13% 

  閣僚の顔ぶれがよくない 5% 

  自民党中心の政権だから 19% 

  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。※

政治家女子48党の前回はNHK党 

政党名 支持率（前回）単位：% 前回比 

自民党 35 (35) - 

立憲民主党 5 (6) -1 

日本維新の会 3 (4) -1 

公明党 3 (4) -1 

共産党 2 (2) - 

国民民主党 2 (1) +1 

れいわ新選組 1 (1) - 

社民党 0 (0) - 

政治家女子48党 1 (1) - 

参政党 1 (2) -1 

その他の政党 0 (0) - 

支持する政党はない 42 (39) +3 

答えない 4 (4) - 

今後、岸田内閣に、優先して取り組んでほしい課題を、次の中か

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%97%A5%E9%9F%93&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B0%B9%E9%8C%AB%E6%82%A6&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E9%A6%96%E8%84%B3%E4%BC%9A%E8%AB%87&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E7%9D%80%E7%94%A8&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC&fr=link_kw_nws_direct
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed96732add5f66315fbaa95d2a5d36ffcd35560d/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed96732add5f66315fbaa95d2a5d36ffcd35560d/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B0%91%E5%AD%90%E5%8C%96%E5%AF%BE%E7%AD%96&fr=link_kw_nws_direct
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed96732add5f66315fbaa95d2a5d36ffcd35560d/images/000
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ら、いくつでも選んでください。 

  景気や雇用 90% 

  物価高対策 85% 

  財政再建 60% 

  新型コロナウイルス対策 30% 

  年金など社会保障 78% 

  少子化対策 74% 

  外交や安全保障 72% 

  原発などエネルギー政策 62% 

  地方の活性化 65% 

  憲法改正 30% 

  その他 0% 

  とくにない 0% 

  答えない 0% 

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% 

  評価しない 32% 

  答えない 8% 

政府が、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と決めたことを、評価しますか、評価

しませんか。 

  評価する 74% 

  評価しない 24% 

  答えない 3% 

今後の日本と韓国の関係は、今より良くなると思いますか、悪く

なると思いますか、それとも、変わらないと思いますか。 

  良くなる 32% 

  悪くなる 4% 

  変わらない 61% 

  答えない 3% 

岸田首相は、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領と首脳会

談を行いました。あなたは、今回の日韓首脳会談を、全体として、

評価しますか、評価しませんか。 

  評価する 65% 

  評価しない 24% 

  答えない 11% 

韓国政府は、第2次世界大戦中の元徴用工らに対し、韓国の財団

が日本企業に代わって賠償金の相当額を支払うとする解決策を

発表しました。このことを、評価しますか、評価しませんか。 

  評価する 58% 

  評価しない 31% 

  答えない 11% 

参議院は、昨年夏に当選してから一度も国会に出席していないガ

ーシー議員について、議員の身分を失う「除名」としました。こ

の対応は、妥当だったと思いますか、思いませんか。 

  思う 91% 

  思わない 6% 

  答えない 3% 

放送法は、テレビやラジオの放送局に番組の「政治的公平性」を

求めています。政府は従来、番組全体で公平性を判断してきまし

たが、安倍内閣時代に 1 つの番組だけでも判断できるとの解釈

を加えました。このことは、問題だと思いますか、思いませんか。 

  思う 59% 

  思わない 26% 

  答えない 15% 

日本銀行（にっぽんぎんこう）の植田和男（うえだ・かずお）・

次期総裁が、現在の大規模な金融緩和を続ける考えを示したこと

を、評価しますか、評価しませんか。 

  評価する 57% 

  評価しない 23% 

  答えない 20% 

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 55% 

  多少は感じている 37% 

  あまり感じていない 6% 

  全く感じていない 2% 

  答えない 0% 

▼調査方法 

2023年3月17日(金)～3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745世帯の中から412人、携帯

では応答のあった1618人の中から589人、計1001人の回答を

得た。回答率は固定55％、携帯36％。 

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 

 

岸田内閣支持率33％ 前回から7ポイント上昇 毎日新聞世論

調査 

毎日新聞 2023/3/19 14:21（最終更新 3/19 17:50）  

岸田文雄首相 

 毎日新聞は18、19の両日、全国世論調査を実施した。岸田内

閣の支持率は 33％で、2月 18、19日の前回調査の 26％から 7

ポイント上昇した。 

不支持率は 59％で前回の 64％から 5ポイント低下した。【伊藤

奈々恵】 

 

内閣支持率 4 カ月ぶり 3 割超 日韓関係「改善期待」64% 世

論調査 

毎日新聞3/19(日) 21:21配信 

記者会見する岸田文雄首相＝首相官邸で 2023

https://news.yahoo.co.jp/articles/5890653f7f798ff46edbb2b41f4bcb94817a77a9/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/5890653f7f798ff46edbb2b41f4bcb94817a77a9/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/5890653f7f798ff46edbb2b41f4bcb94817a77a9/images/000
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年3月17日午後6時2分、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。安倍政

権時代に礒崎陽輔首相補佐官が総務省に対し、放送法の「政治的

公平性」の解釈の変更を求めていたことが、同省の公文書で明ら

かになったことについて尋ねた。「問題だ」との回答は 43％で、

「問題とは思わない」の12％を大きく上回った。「公文書が正し

いか疑問だ」も24％あった。  

 自民党支持層では「問題だ」は2割弱にとどまり、「問題とは

思わない」「公文書が正しいか疑問だ」がいずれも3割弱あった。

公文書には礒崎氏が総務省に解釈変更を求めていたことに加え

て、2015年2月に同省幹部が当時総務相だった高市早苗経済安

全保障担当相に、政治的公平に関するレク（説明）をしたことが

記述されているが、高市氏は「レクは受けていない」などと記載

内容を否定している。 

 岸田内閣の支持率は33％で、2月18、19日の前回調査の26％

から7ポイント上昇した。支持率が3割を超えたのは、22年11

月以来4カ月ぶり。不支持率は59％で、前回の64％から5ポイ

ント低下した。  

 日韓問題を巡って、韓国政府が発表した徴用工問題の解決策に

ついては、「評価する」が54％に上り、「評価しない」の26％を

大幅に上回った。解決策は、韓国政府の傘下にある財団が、元徴

用工への賠償を命じられた被告の日本企業に代わって、賠償金相

当額を支払う内容。これを受け、日本政府は植民地支配に対する

「反省とおわび」を示した日韓共同宣言や過去の政府談話に関し

て、「歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いで

いる」と表明した。 

 岸田文雄首相は16日、来日した韓国の尹錫悦（ユン・ソンニ

ョル）大統領と会談した。日韓関係の改善に期待するかとの問い

では、「期待する」は64％、「期待しない」は28％だった。会談

で両首脳は、日韓関係を強化する方針で一致。両首脳が相互訪問

する「シャトル外交」や外務・防衛当局による「日韓安全保障対

話」を約5年ぶりに再開させることで合意した。 

 22年7月の参院選で初当選後、一度も国会に登院しなかった

政治家女子48党のガーシー（東谷義和）元参院議員が、今月15

日の本会議で「除名」されたことについては、「妥当だ」が89％

に上り、「除名の必要はなかった」は7％にとどまった。  

 政党支持率は、自民党25％（前回26％）▽日本維新の会11％

（同11％）▽立憲民主党11％（同12％）▽共産党5％（同5％）

▽れいわ新選組 4％（同 5％）▽公明党 4％（同 3％）▽国民民

主党4％（同4％）▽参政党2％（同2％）――などで、「支持政

党はない」と答えた無党派層は30％（同28％）だった。  

 調査は、携帯電話のショートメッセージ（SMS）機能を使う方

式と、固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わ

せ、携帯500件・固定534件の有効回答を得た。【伊藤奈々恵】 

 

岸田首相、支持率回復で自信も回復？ 

毎日新聞 2023/3/20 17:23（最終更新 3/21 18:22）  

記者会見する岸田文雄首相＝首相官邸で 3 月 17

日、竹内幹撮影 

 報道各社の世論調査で、低迷していた岸田内閣の支持率が上昇

に転じるケースが目立つ。回復の理由は明確ではないが、岸田文

雄首相は政権運営に自信を取り戻しつつあるように見える。だが、

当面の山場となる統一地方選と衆参 5 補選が 4 月に迫る。結果

次第では再び厳しい局面となるため楽観はできない状況だ。 

 支持率の上昇につながった要因の一つと考えられるのは、16

日の日韓首脳会談だ。首相は来日した韓国の尹錫悦（ユン・ソン

ニョル）大統領との会談で、こじれていた徴用工問題を前進させ、

首脳が相互に訪問する「シャトル外交」の再開で合意した。 

 「2軒目の店はオムライスやハヤシライス、ハンバーグがあっ

たけど、結構な量で食べきれなかった。尹大統領… 

この記事は有料記事です。 

残り1619文字 

 

放送法巡る解釈変更要求、「問題だ」は43％ 毎日新聞世論調査 

毎日新聞3/19(日) 14:21配信 

参院予算委員会で立憲民主党の小西洋之氏（手前

右）の質問に答える高市早苗経済安全保障担当相（左）＝国会内

で2023年3月8日午後2時14分、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。安倍政

権時代に礒崎陽輔首相補佐官が総務省に対し、放送法の「政治的

公平性」の解釈の変更を求めていたことが同省の公文書で明らか

になったことについて尋ねたところ、「問題だ」との回答は43％

で、「問題とは思わない」の 12％を上回った。「公文書が正しい

か疑問だ」も24％あった。 

 日韓問題を巡って、韓国政府が発表した徴用工問題の解決策に

ついては、「評価する」が54％で、「評価しない」の26％を上回

った。  岸田文雄首相は16日、来日した韓国の尹錫悦（ユンソ

ンニョル）大統領と会談したが、日韓関係の改善に期待するかと

の問いでは、「期待する」は64％で、「期待しない」は28％だっ

た。 

 政府は新型コロナウイルス対策のマスクの着用ルールを13日

から緩和したが、どうしているかとの質問では、「着用を続けて

いる」は68％、「外す場面を増やした」は30％で、「もともとマ

スクはしていない」は 2％だった。  少子化対策を強化するた

めに、国民の負担を増やすことについては、「賛成」が 38％で、

「反対」の46％を下回った。  

 岸田政権の物価対策に関しては、「評価する」が 13％、「評価

しない」が65％だった。【伊藤奈々恵】 

 

マスク着用、政府緩和後も「続けている」68％ 毎日新聞世論調

査 

毎日新聞3/19(日) 21:23配信 

写真はイメージ＝ゲッティ 

 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聞いた。政府はマスク着用ルー

https://news.yahoo.co.jp/articles/5890653f7f798ff46edbb2b41f4bcb94817a77a9/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/5890653f7f798ff46edbb2b41f4bcb94817a77a9/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ef1614866301b1106a328ebdb4b3551f64ab68e/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ef1614866301b1106a328ebdb4b3551f64ab68e/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ef1614866301b1106a328ebdb4b3551f64ab68e/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ef1614866301b1106a328ebdb4b3551f64ab68e/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/493e7791cac45be54249a2213c5317fc9c992be3/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/493e7791cac45be54249a2213c5317fc9c992be3/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ef1614866301b1106a328ebdb4b3551f64ab68e/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/493e7791cac45be54249a2213c5317fc9c992be3/images/000
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ルを13日から緩和したが、どうしているか質問したところ、「着

用を続けている」が68％に上り、「外す場面を増やした」は30％

にとどまった。「もともとマスクはしていない」は 2％だった。  

質問の仕方が異なるが、緩和前の 2 月 18、19 日の前回調査で

は、「そろそろ外す場面を増やしたい」が 49％で、「これからも

着用を続けたい」の 44％を上回っていた。新たなルールでは、

屋内外を問わず「個人の判断」に委ねることを基本とするが、マ

スク着用を続けている人が多いようだ。  

 岸田政権の新型コロナ対策については「評価する」は34％で、

前回調査（28％）から6ポイント増加した。「評価しない」は43％

（前回48％）だった。  

 ◇少子化対策で国民負担「反対」46％  

 少子化対策を強化するために国民の負担を増やすことに賛成

かとの問いでは、「賛成」が38％で、「反対」の46％を下回った。

男女別で見ると、男性は「賛成」が45％、「反対」は44％で拮抗

（きっこう）したが、女性は「反対」が50％で、「賛成」の27％

を上回った。岸田文雄首相は「異次元の少子化対策」を掲げ、「将

来的な子ども予算倍増」を表明しているが、財源については明示

していない。  

 岸田政権の物価対策に関しては「評価する」は13％、「評価し

ない」が 65％だった。政府は月内にも物価高騰対策をまとめる

方針だ。  原発を巡っては、再稼働を進めることについて「賛

成」は 49％で、「反対」の 37％を上回った。年代別で見ると、

50代以下は「賛成」が5割を超えた。60代は「賛成」と「反対」

がいずれも4割台で拮抗。70歳以上は「反対」が4割強で、「賛

成」の4割弱を上回った。  調査方法が異なるため単純に比較

できないが、2011年3月の東京電力福島第1原発事故の発生後、

原発再稼働については、「反対」が「賛成」を上回っていたが、

22年5月に初めて「賛成」が「反対」を上回った。  

 原発を新設したり増設したりすることについては、「賛成」が

33％で、「反対」の54％を下回った。政府は原発回帰を鮮明にし

ており、今年2月、既存原発の60年超の運転を認め、原発の新

増設を推進する方針を決めている。【伊藤奈々恵】 

 

物価上昇「最も困っているもの」、1 位は電気 毎日新聞世論調

査 

毎日新聞 2023/3/20 17:40（最終更新 3/20 18:26） 

電気プラグのイメージ 

 毎日新聞が18、19両日に実施した全国世論調査で、携帯電話

での回答者の 500 人に、物価の上昇で最も困っている物品名を

一つ挙げてもらった。 

 最も多かったのは、「電気」で116件（23％）だった。2位は

「食品・食料品・食べ物」などで80件（16％）、3位は「卵」で

50件（10％）だった。以下、「ガソリン・灯油」30件（6％）、

「光熱費」27件（5％）と続いた。 

 ロシアのウクライナ侵攻や急激な円安の進行による発電コス

ト高騰を受けて電気代が上がっており、多くの人が負担に感じて

いるようだ。 

 2022 年 4 月の調査で同じ質問をした際、「卵」の回答は 1 件

のみだったが、今回大幅に増えた。卵の価格は、鳥インフルエン

ザの感染拡大や、ウクライナ情勢に伴う飼料の値上がりの影響で

高騰している。【伊藤奈々恵】 

 

ガーシー氏の除名「妥当だ」89％ 国会登院なく 毎日新聞世

論調査 

毎日新聞3/19(日) 14:32配信 

ガーシー（東谷義和）氏＝2022年7月 

 毎日新聞が18、19両日に実施した全国世論調査で、国会の欠

席を続けた政治家女子48党のガーシー（東谷義和）元参院議員

が、15 日の本会議で「除名」処分となったことをどう思うか聞

いたところ、「妥当だ」との回答が 89％に達し、「除名の必要は

なかった」は7％にとどまった。ガーシー氏は2022年7月の参

院選で初当選して以降、一度も登院せずに議員資格を失った。【伊

藤奈々恵】 

 

毎日新聞世論調査 質問と回答 

毎日新聞 2023/3/21 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          33（26） 33 32 

支持しない         59（64） 61 58 

答えない           8 （9）  6 11 

 ◆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          34（28） 36 33 

評価しない         43（48） 45 41 

残り1834文字 

 

産経・ＦＮＮ合同世論調査 支持率回復傾向 首相、反転攻勢に

つなげられるか カギは「少子化」「賃上げ」「無党派層」 

産経新聞3/20(月) 20:25配信 

政労使の意見交換で発言する岸田文雄首相

＝１５日午後、首相官邸（矢島康弘撮影） 

１８、１９両日に実施した産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネ

ットワーク）の合同世論調査では、岸田文雄内閣の支持率の回復

傾向が鮮明になった。内閣支持率が３カ月連続で上昇した一方で、

不支持率が支持率を上回る状況が依然として続く。生活に身近な

賃上げや少子化対策で成果を出して無党派層にも支持を広げ、反

転攻勢につなげられるかが問われている。 

合同世論調査では、岸田内閣の支持率は前回調査（２月１８、１

９両日）比５・３ポイント増の４５・９％となった。共同通信の

調査でも３８・１％で前回比４・５ポイント増。朝日新聞は４０％

https://news.yahoo.co.jp/articles/39abcc8c9505fae92df8fdcdcfbf8ead13097ecf/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/39abcc8c9505fae92df8fdcdcfbf8ead13097ecf/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee61b66fee47a1e17dfb351b64c23e6e25f62f42/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee61b66fee47a1e17dfb351b64c23e6e25f62f42/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee61b66fee47a1e17dfb351b64c23e6e25f62f42/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee61b66fee47a1e17dfb351b64c23e6e25f62f42/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B2%B8%E7%94%B0%E6%96%87%E9%9B%84&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%86%85%E9%96%A3%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%8E%87&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B0%91%E5%AD%90%E5%8C%96%E5%AF%BE%E7%AD%96&fr=link_kw_nws_direct
https://news.yahoo.co.jp/articles/39abcc8c9505fae92df8fdcdcfbf8ead13097ecf/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee61b66fee47a1e17dfb351b64c23e6e25f62f42/images/000
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（同比５ポイント増）、毎日新聞は３３％（同比７ポイント増）、

読売新聞は４２％（同比１ポイント増）、ＮＨＫは４１％（同比

５ポイント増）と軒並み上昇した。 支持率回復の要因の一つと

して考えられるのは、令和５年春闘への政権の積極的な関与だ。

首相は１５日、政府と経済界、労働団体の代表が意見交換する「政

労使会議」を約８年ぶりに開催し、継続的な賃上げ実現を目指す

方針を確認した。 こうした首相の賃上げ要請について、７１・

４％が「評価する」と回答し、「評価しない」の２３・９％を約

３倍上回った。 ただ、今後も支持率の回復基調が続くかは見通

せない。政権を「支持する」と答えた人のうち、最も多い回答が

「他によい人がいないから」の４４・３％で、消極的な支持だか

らだ。次いで多いのが「自民党中心の内閣だから」の２５・３％

で、野党支持率がそろって１ケタ台という状況に助けられている

面もあり、岸田内閣の足元は盤石とはいえない。 政府には継続

的な賃上げ支援が求められる一方、昨年１年間の出生数が統計開

始以来初めて８０万人を割っており、少子化対策も喫緊の課題だ。

首相は「次元の異なる少子化対策」に取り組むと表明したが、期

待感は低い。異次元の対策で少子化が改善するかどうかについて

「改善する」との回答は「相当」「ある程度」を合わせて１９％。

「改善しない」は「あまり」「まったく」を合わせて７８・０％

だった。 支持政党別で見ると、自民党支持層では２７・２％が

「改善する」と答えた一方で、無党派層では１３・１％と大きな

開きがあった。 内閣支持率をさらに上向かせるためには、全体

の約４割を占める無党派層の評価がカギを握る。政府は今月末に

少子化対策の具体策のたたき台を取りまとめる方針だが、どれだ

け説得力のあるメニューを提示して理解を広げられるかが、岸田

内閣の浮沈を左右しそうだ。（竹之内秀介） 

 

産経・ＦＮＮ合同世論調査 内閣支持率回復傾向４５・９％ 日

韓関係「良くなる」５４・５％ 

産経新聞3/20(月) 11:41配信 

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）は１８、１９

両日に合同世論調査を実施した。岸田文雄内閣の支持率は前回調

査（２月１８、１９両日）比５・３ポイント増の４５・９％で３

カ月連続で上昇した。不支持率は前回比４・９ポイント減の４７・

７％だった。岸田首相と韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統

領の会談を契機とした今後の日韓関係について聞いたところ、

「相当良くなる」と「ある程度良くなる」で計５４・５％となっ

た。 首相が掲げる「次元の異なる少子化対策」で少子化が改善

すると思うかを尋ねた質問では「相当改善する」と「ある程度改

善する」は計１９・０％にとどまり、「あまり改善しない」と「ま

ったく改善しない」で計７８・０％だった。 物価高対策として

低所得世帯に一律３万円を給付し、子育て中の世帯には子供１人

につき５万円を上乗せすることについては５２・４％が「評価す

る」と回答し、４４・０％が「評価しない」と答えた。首相が経

済界に今年の春闘で物価上昇を上回る賃上げの実現を求めたこ

とには７１・４％が「評価する」を選んだ。 ロシアの軍事侵攻

が続くウクライナに首相は訪問すべきか尋ねたところ、「訪問し

た方がよい」が５３・３％で、「訪問しない方がよい」は３９・

９％。憲法改正の是非については「賛成」が５２・５％、「反対」

は３８・５％だった。 １３日から屋内外を問わず、個人の判断

に委ねられたマスクの着用をめぐっては「以前と同じように着け

る」が５１・９％と最も多く、「以前より外す機会を増やす」が

３３・１％、「本当に必要がない限り外す」は１４・７％だった。

今後の新型コロナウイルス対策としてのワクチン接種に関して

は「接種する」（４９・２％）と「接種しない」（４７・０％）で

ほぼ二分された。 参院が昨夏の参院選で初当選して以降、国会

に一度も登院しなかったガーシー（本名・東谷義和）氏を「除名」

処分にしたことについては９２・７％が「適切だ」と答えた。 調

査では内閣支持率に関し、答えが不明確な場合、「どちらかと言

えば」と再度質問して回答を得た。 

 

韓国尹大統領「不支持」６０％台に上昇 世論調査、訪日が影響 

産経新聞3/20(月) 10:53配信 

【ソウル＝時吉達也】韓国の世論調査会社「リアルメーター」は

２０日、１３～１７日に実施した調査で、尹錫悦（ユン・ソンニ

ョル）大統領の支持率が前週比で２・１ポイント減の３６・８％

だったとの結果を公表した。今年の同社調査では最低の支持率で、

１６～１７日の尹氏訪日と、関連する先行報道が影響したとみら

れる。「不支持」は同１・５ポイント増の６０・４％を記録し、

６０％台に達するのは２月中旬以来となった。 いわゆる徴用工

訴訟問題で、韓国最高裁で敗訴した日本企業の賠償金を韓国政府

傘下の財団が支出する解決策が発表された前週の調査では、尹氏

の支持率が４・０ポイント下落していた。２週間での下落幅は計

６・１ポイントとなった。 一方、調査日別では、岸田文雄首相

との首脳会談当日の１６日と翌１７日に、支持率がそれぞれ１・

３ポイント、０・１ポイント上昇した。日本政府による対韓輸出

管理の厳格化措置の解除や、日韓軍事情報包括保護協定（ＧＳＯ

ＭＩＡ）の運用正常化など、首脳会談の成果を評価する意見も反

映されたとみられる。 年代別では、５０代以上で「不支持」が

３～５ポイント程度高まった一方、２０代では「支持」が３・１

ポイント増加した。 

 

内閣支持率 3カ月連続上昇 45.9％に マスク着用「以前と同様

に」51.9％ FNN世論調査 

FNNプライムオンライン産経新聞3/20(月) 15:32配信 

 

FNNの3月の世論調査で、岸田内閣の支持率は45.9％と、3カ

月連続で上昇した。一方、マスクの着用が個人の判断に委ねられ

たが、「以前と同じように着ける」と答えた人が51.9％と半数を

超えた。  

内閣支持率 3カ月連続上昇45.9％ 20代は28.4％ 

FNNは、3月18・19日の両日、全国の18歳以上の男女を対象

に、電話世論調査（固定電話+携帯電話・RDD方式）を実施し、

1095 人から回答を得た。 岸田内閣を支持する人は、前月から

5.3ポイント増えて45.9％。支持しない人は5.5ポイント減って

47.7％だった。 岸田内閣を支持する人を年代別に見ると、18・

19歳・20代が28.4％、30代が42.7％、40代が38.8％、50代

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E7%9B%A4%E7%9F%B3&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%96%AB%E7%B7%8A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B2%B8%E7%94%B0%E6%96%87%E9%9B%84&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B0%B9%E9%8C%AB%E6%82%A6&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%83%A6%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%AB&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%97%A5%E9%9F%93&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E4%BD%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%81%AB%E4%B8%80%E5%BE%8B3%E4%B8%87%E5%86%86&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B0%B9%E9%8C%AB%E6%82%A6&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%83%A6%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%AB&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%83%A6%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%AB&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B2%B8%E7%94%B0%E6%96%87%E9%9B%84&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%BC%B8%E5%87%BA%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%BC%B8%E5%87%BA%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=link_kw_nws_direct
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f4d9b048497521f3b2aef171156868d6a27e819/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f4d9b048497521f3b2aef171156868d6a27e819/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF&fr=link_kw_nws_direct
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f4d9b048497521f3b2aef171156868d6a27e819/images/000
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が 42.9％、60代が 53.7％、70歳以上は 58.8％だった。 60代

以上では支持率が5割を超えているが、20代の支持率は3割を

切っている。 報道各社の世論調査の支持率は、このところ上向

き基調にある。松野官房長官は 20 日の会見で、「世論調査の数

字に一喜一憂しない」とした上で、一般論として、「世論調査に

現れた国民の声を真摯に受け止め、政府としての対応に生かして

いく」と述べた。 

個人判断でも「以前と同様マスク着用」51.9％ ワクチン接種は

半  々

これまで支持率に影響を与えてきたのが、新型コロナウイルスへ

の対応だ。 今回、政府の新型コロナ対策を「評価する」は、前

月より9.2ポイント増えて63.7％。「評価しない」は28.8％だっ

た。 日本での新型コロナウイルスの感染拡大から3年。政府は、

対応の緩和に動き出している。 マスクの着用は3月13日から、

屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねられた。これを受け、マス

クをどうしているか聞いたところ、「以前と同じように着ける」

が 51.9％だった。「本当に必要がない限り外す」は 14.7％、「以

前より外す機会を増やす」は 33.1％。着用が個人の判断に委ね

られても、すぐには外さない人が多いことがうかがえる。 一方、

今後、新型コロナウイルスのワクチンの接種を受けるかどうか聞

くと、「接種する」が 49.2％、「接種しない」が 47.0％で、対応

が別れた。 

賃上げ要請「評価する」71.4％ 異次元対策で少子化「改善しな

い」78％ 

さらに、岸田首相の評価につながっている政策を見てみたい。 岸

田首相が力を入れているのが賃上げだ。経済界に対し、今年の春

闘で物価上昇を上回る賃上げの実現を要請している。岸田首相の

賃上げ要請を「評価する」は71.4％と7割を超え、「評価しない」

は23.9％だった。 物価高対策も重要な課題だ。政府与党は、物

価高対策として、所得の低い世帯に一律3万円を支給し、さらに

低所得の子育て世帯には、子供 1 人あたり 5 万円を支給するこ

とを検討している。この支給案を「評価する」は52.4％、「評価

しない」44.0％だった。 今がラストチャンスだと岸田首相が危

機感を滲ませるのが少子化問題。岸田首相は「異次元の少子化対

策」を掲げ、今月中に、児童手当や子育て支援の拡充、仕事と育

児の両立などの政策のたたき台をつくる方針だ。 異次元の対策

で少子化が改善すると思うかとの質問では、「相当改善する」

（1.1％）と「ある程度改善する」（17.9％）をあわせて、「改善す

る」が19.0％。一方、「あまり改善しない」（54.2％）と「まった

く改善しない」（23.8％）をあわせて、「改善しない」が78.0％。

8 割近い人が、少子化が改善しないと答えた。有権者にとって、

少子化対策の効果は未知数のようだ。 

日韓関係「良くなる」54.5％ ウクライナ「訪問した方がよい」

53.3％ 

外交では、韓国の尹錫悦大統領が16日、来日した。韓国政府は、

日韓最大の懸案、いわゆる元徴用工問題について、日本企業の賠

償の支払いを韓国政府傘下の財団が肩代わりする解決策を発表

している。日韓首脳会談で岸田首相は、この解決策を評価し、冷

え込んだ日韓関係の正常化を確認した。 今後、日韓関係が「良

くなる」は、「相当」（2.1％）と「ある程度」（52.4％）をあわせ

て、54.5％。「良くならない」は、「あまり」（34.7％）と「まった

く」（8.8％）をあわせて、43.5％だった。 5月のG7広島サミッ

ト（主要7か国首脳会議）で議長をつとめる岸田首相は、ロシア

の侵攻が続くウクライナへの訪問を検討している。これについて

「訪問した方がよい」が53.3％、「訪問しない方がよい」が39.9％

だった。 岸田首相は19日、ウクライナ訪問について、「まだ何

も具体的に決まったものはない。引き続き検討を続ける」と述べ

た。G7首脳でウクライナを訪れていないのは岸田首相だけとい

うこともあり、今後の岸田首相の判断が注目される。 （フジテ

レビ 報道局政治部 編集委員 三嶋 唯久）  

 

ガーシー氏「除名は適切」9割超 FNN世論調査 

FNNプライムオンライン3/20(月) 14:55配信 

FNNがこの週末に実施した世論調査で、当選から一度も国会に

出席しなかったガーシー参議院議員を、議員の資格を失う「除名」

にした処分を「適切だ」と考える人が92.7％だった。  

調査は、以下の方法で行った。 ・期間: 2023年3月18日・19

日 ・電話調査（RDD 固定・携帯電話） ・全国18歳以上の男

女1,095人が回答 参議院がガーシー元議員を「除名」にした処

分について、「適切だ」は92.7％、「厳しすぎる」は5.5％だった。 

一方、岸田首相のウクライナ訪問について、「訪問した方がよい」

が 53.3％、「訪問しない方がよい」が 39.9％だった。 韓国政府

は、いわゆる元徴用工問題の解決策を発表したが、今後、日韓関

係が「良くなる」は、「相当」と「ある程度」をあわせて54.5％、

「良くならない」は、「あまり」と「まったく」をあわせて43.5％

だった。 

 

内閣支持率 45.9％に上昇 マスク「以前と同じように着ける」

51.9% ガーシー元議員の除名「適切」92.7% FNN 世論調査

【2023年3月】 

 
FNNプライムオンライン2023年3月20日 月曜 午前11:35 

問1 岸田内閣を支持するか、支持しないか。 

1.支持する 45.9% 

2.支持しない 47.7% 

3.わからない・言えない 6.5% 

問2-1 問1で「支持する」と答えた人は、その理由は何か。 

1.岸田首相の人柄が信頼できるから 13.8% 

2.政策がよいから 4.7% 

3.実行力に期待できるから 10.7% 

4.自民党中心の内閣だから 25.3% 

5.他によい人がいないから 44.3% 

6.わからない・言えない 1.3% 

問 2-2 問 1 で「支持しない」と答えた人は、その理由は何か。 

1.岸田首相の人柄が信頼できないから 6.8% 

2.政策がよくないから 25.8% 

3.実行力に期待できないから 43.2% 

4.自民党中心の内閣だから 21.1% 

5.他によい人がいるから 2.9% 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E4%B8%80%E5%BE%8B3%E4%B8%87%E5%86%86&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E4%BD%8E%E6%89%80%E5%BE%97&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B0%B9%E9%8C%AB%E6%82%A6&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%97%A5%E9%9F%93%E9%A6%96%E8%84%B3%E4%BC%9A%E8%AB%87&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%BE%B4%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%95%8F%E9%A1%8C&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%97%A5%E9%9F%93&fr=link_kw_nws_direct
https://www.fnn.jp/search/author/FNN
https://www.fnn.jp/search/author/FNN
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6.わからない・言えない 0.3% 

問3 どの政党を支持するか。 

1.自民党 37.7% 

2.立憲民主党 5.8% 

3.日本維新の会 3.9% 

4.公明党 3.1% 

5.国民民主党 1.4% 

6.共産党 1.6% 

7.れいわ新選組 0.8% 

8.社民党 0.3% 

9.政治家女子48党 0.7% 

10.参政党 1.1% 

11.その他の政党 0.2% 

12.支持政党はない 41.6% 

13.わからない・言えない 1.9% 

問4 政府の新型コロナウイルス対策を評価するか、評価しない

か。 

1.評価する 63.7% 

2.評価しない 28.8% 

3.わからない・言えない 7.5% 

問 5 マスクの着用は、13 日から屋内・屋外を問わず個人の判

断に委ねられた。マスクの着用をどうしているか。 

1.本当に必要がない限り外す 14.7% 

2.以前より外す機会を増やす 33.1% 

3.以前と同じように着ける 51.9% 

4.わからない・言えない 0.2% 

問6 今後、新型コロナウイルスのワクチンを接種するか、接種

しないか。 

1.接種する 49.2% 

2.接種しない 47.0% 

3.わからない・言えない 3.8% 

問7 政府与党は、物価高対策として、所得の低い世帯に一律3

万円を支給し、さらに低所得の子育て世帯には、子供1人あたり

5万円を支給することを検討している。これを評価するか、評価

しないか。 

1.評価する 52.4% 

2.評価しない 44.0% 

3.わからない・言えない 3.6% 

問8 岸田首相は、経済界に対し、今年の春闘で、物価上昇を上

回る賃上げの実現を要請している。これを評価するか、評価しな

いか。 

1.評価する 71.4% 

2.評価しない 23.9% 

3.わからない・言えない 4.7% 

問9 「次元の異なる少子化対策」を掲げる岸田首相は、今月中

に、児童手当や子育て支援の拡充、仕事と育児の両立などの政策

のたたき台をつくるとしている。異次元の対策で少子化が改善す

ると思うか、改善しないと思うか。 

1.相当改善する 1.1% 

2.ある程度改善する 17.9% 

3.あまり改善しない 54.2% 

4.まったく改善しない 23.8% 

5.わからない・言えない 3.0% 

問 10 岸田首相は 16 日、来日した韓国の尹錫悦大統領と会談

し、最大の懸案、いわゆる元徴用工問題について韓国政府が発表

した解決策を評価し、冷え込んだ日韓関係の改善を確認した。今

後、日韓関係がどうなると思うか。 

1.相当良くなる 2.1% 

2.ある程度良くなる 52.4% 

3.あまり良くならない 34.7% 

4.まったく良くならない 8.8% 

5.わからない・言えない 1.9% 

問 11 岸田首相は、ロシアの侵攻が続くウクライナへの訪問を

検討している。あなたは、訪問した方がよいと思いますか、訪問

しない方がよいと思いますか。 

1.訪問した方がよい 53.3% 

2.訪問しない方がよい 39.9% 

3.わからない・言えない 6.8% 

問 12 憲法改正について、国会では、大規模災害など緊急事態

に国会議員の任期の延長を可能とすることなどをめぐって、議論

が行われている。あなたは、憲法改正に賛成か、反対か。 

1.賛成 52.5% 

2.反対 38.5% 

3.わからない・言えない 9.0% 

問 13 参院議員だったガーシー容疑者について、参院は、国会

の欠席を続け、議場での陳謝にも応じなかったとして、議員の資

格を失う懲罰、「除名」にしました。「除名」処分を適切だと思う

か、厳しすぎると思うか。 

1.適切だ 92.7% 

2.厳しすぎる 5.5% 

3.わからない・言えない 1.8% 

※構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計し

ても必ずしも100とはならない 

FNN・産経合同世論調査【2023年 3月】RDD（固定・携帯電

話）全国の18歳以上の有権者1,095人 期間：2023年3月18

日・19日 

 

賃上げ「物価上昇に見合う」3割 ANN世論調査 

テレ朝NEWS3/20(月) 5:51配信 

大企業を中心に賃上げの決定が相次いでいますが、物価上昇に見

合ったものだと思う人は 3 割にとどまることが ANN の世論調

査で分かりました。  

 ANN は 18 日、19 日に世論調査を行いました。  今回の賃

上げが物価上昇に見合うか聞いたところ、「思う」と答えた人は

31％で、「思わない」が半数を超えていました。  また、マスク

の着用について政府は13日から個人の判断としていますが、「変

わらず着けている」が 63％で、「外す場面を増やした」が 31％

でした。  

 高市元総務大臣が総務省の行政文書について、捏造（ねつぞう）

と主張していることについては「納得しない」が54％で、「納得

する」の16％を大きく上回りました。  岸田内閣の支持率は先

月より上昇し、35.1％でした。 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=ANN&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%96%87%E6%9B%B8&fr=link_kw_nws_direct
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賃上げ「物価上昇に見合う」3 割 、マスク「変わらずつけてい

る」63％ ANN世論調査 

テレ朝NEWS 2023/03/20 11:54 

 大企業を中心に賃上げの決定が相次いでいますが、物価上昇に

見合ったものだと思う人は 3 割にとどまることが ANN の世論

調査で分かりました。 

 調査は18日、19日に行いました。 

 今回の賃上げが物価上昇に見合うか聞いたところ「思う」と答

えた人は31％で、「思わない」が半数を超えていました。 

 また、マスクの着用について政府は13日から個人の判断とし

ていますが、「変わらず着けている」が63％で「外す場面を増や

した」が31％でした。 

 高市元総務大臣が、総務省の行政文書について捏造（ねつぞう）

と主張していることについては「納得しない」が54％でした。 

 また、今後の岸田総理大臣によるウクライナの首都キーウ訪問

については「必要はない」が 45％、「必要がある」が 39％でし

た。 

 岸田内閣の支持率は先月より上昇し、35.1％でした。 

▶報道STATION・ANN世論調査 

 

POLL 世論調査 

ANN2023年3月調査【調査日】 2023年3月18・19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 2032 人 

【有効回答率】 49.6% 

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 35.1%前回比+5.6 

支持しない 39.0%前回比-5.8 

わからない、答えない 26.0%前回比+0.3 

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。 

 

岸田総理の人柄が信頼できるから 15.0% 

支持する政党の内閣だから 25.0% 

政策に期待が持てるから 8.7% 

大臣の顔ぶれが良いから 1.4% 

他の内閣より良さそうだから35.9% 

その他 10.1% 

わからない、答えない 3.9% 

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。 

 

岸田総理の人柄が信頼できないから 9.7% 

支持する政党の内閣でないから 7.0% 

政策に期待が持てないから 58.3% 

大臣の顔ぶれが良くないから 7.2% 

他の内閣の方が良さそうだから 4.5% 

その他 9.8% 

わからない、答えない 3.6% 

政党支持率 

党 名 
支 持 率

（％） 
前回比 

自民党 42.6% 0.3 

立憲民主

党 
7.4% -1.1 

日本維新

の会 
5.7% -0.5 

公明党 4.0% 0.3 

共産党 2.9% -0.5 

国民民主

党 
1.6% -0.3 

れいわ新

選組 
1.7% 0.3 

社民党 0.6% 0.1 

政治家女

子 48 党

(旧 NHK

党) 

0.3% -0.2 

参政党 0.7% 0 

その他 0.7% -1.0 

支持する

政党はな

い 

27.9% 4.0 

わからな

い、答えな

い 

3.9% -1.3 

マスクの着用 

政府は、13 日からマスクの着用を、基本的に個人の判断としま

https://www.tv-asahi.co.jp/hst/poll/202303/
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した。あなたは、マスクについて、どうしましたか？次の3つか

ら1つを選んで下さい。 

 
変わらずつけている 63% 

外す場面を増やした 31% 

外した 6% 

わからない、答えない 1% 

こども家庭庁 

4月に、子ども・子育て政策を担う、こども家庭庁が発足します。

あなたは、こども家庭庁の発足が、少子化の改善に役立つと期待

しますか、期待しませんか？ 

期待する 41% 

期待しない 46% 

わからない、答えない 12% 

児童手当の所得制限 

あなたは、児童手当をめぐり、一定以上の所得があると金額を減

らされる所得制限を撤廃することに、賛成ですか、反対ですか？ 

賛成 46% 

反対 39% 

わからない、答えない 15% 

放送法の解釈追加 

安倍内閣の下で、当時の総理補佐官が、放送法が定める政治的公

平の解釈を再検討するよう総務省に求め、新たな解釈の追加に繋

がったとする行政文書が、明らかになりました。あなたは、解釈

の追加は、適切だったと思いますか、不適切だったと思います

か？ 

適切だった 19% 

不適切だった 35% 

わからない、答えない 46% 

行政文書をめぐる高市大臣の主張 

総務省の行政文書について、当時、総務大臣だった高市早苗経済

安保担当大臣は、不正確で、ねつ造されたものだと主張していま

す。あなたは、この主張に納得しますか、納得しませんか？ 

納得する 16% 

納得しない 54% 

わからない、答えない 30% 

岸田総理のウクライナ訪問 

あなたは、岸田総理が、ウクライナの首都キーウを訪問する必要

があると思いますか、必要はないと思いますか？ 

必要がある 39% 

必要はない 45% 

わからない、答えない 16% 

元徴用工をめぐる韓国政府の解決策 

韓国政府は、徴用工の問題について、韓国の財団が賠償を肩代わ

りする解決策を発表しました。あなたは、韓国政府の対応を、評

価しますか、評価しませんか？ 

評価する 53% 

評価しない 27% 

わからない、答えない 20% 

今後の日韓関係 

あなたは、日本と韓国の関係が今後、改善すると思いますか、思

いませんか？ 

思う 49% 

思わない 34% 

わからない、答えない 17% 

賃上げが物価上昇に見合うか 

春闘で大企業を中心に、相次いで賃上げが決まっています。あな

たは、今回の賃上げは、物価上昇に見合ったものになっていると

思いますか、思いませんか？ 

思う 31% 

思わない 53% 

わからない、答えない 16% 

ガーシー前議員への処分 

去年の参議院選挙で NHK 党から当選したガーシー議員が、国

会に出席せず、議員資格を失う除名処分を受けました。あなたは、

この処分に賛成ですか、反対ですか？ 

賛成 89% 

反対 5% 

わからない、答えない 7% 

※調査結果は四捨五入しているため合計が 100%にならないこ

とがあります。 

 

【速報】共同通信世論調査、内閣支持率は38.1％ 

2023年03月13日共同通信 

 共同通信社の全国電話世論調査によると、岸田内閣の支持率は

38.1％だった。2月中旬の前回調査は33.6％だった。 

 

【速報】徴用工解決策「評価する」57％ 

2023年03月13日共同通信 

 共同通信社の全国電話世論調査によると、日本と韓国の間で最

大の懸案だった元徴用工訴訟問題を巡り、韓国政府が発表した解

決策を「評価する」との回答は 57.1％だった。評価しないは

33.3％だった。 

 

【速報】放送法解釈再検討、報道の自由へ介入65％ 

2023年03月13日共同通信 

 共同通信社が 11～13 日に実施した全国電話世論調査による

と、放送法の「政治的公平」の解釈を巡り、再検討を求めた安倍

政権当時の首相補佐官の行為について「報道の自由への介入だ」

との回答は計65.2％に上った。 

 

【速報】高市経済安保相の説明「納得できず」73％ 

2023年03月13日共同通信 

 共同通信社の全国電話世論調査によると、「政治的公平」に関

する総務省の行政文書について「不正確で捏造だ」とする高市早

苗経済安全保障担当相の説明に対し、「納得できない」との回答

は73.0％に上った。 
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報道の自由へ「介入」65％ 徴用工解決策評価57％ 

2023年03月13日共同通信 

 共同通信社は11～13日、全国電話世論調査を実施した。放送

法の「政治的公平」の解釈を巡り、再検討を求めた安倍政権当時

の首相補佐官の行為に関し「報道の自由への介入だ」との回答は

計 65.2％に上った。日本と韓国の間で最大の懸案だった元徴用

工訴訟問題について、韓国政府が発表した解決策を「評価する」

との答えは57.1％。「評価しない」33.3％だった。 

 政治的公平に関する総務省の行政文書について、当時総務相だ

った高市早苗経済安全保障担当相による「不正確で捏造だ」との

説明に対し「納得できない」との回答は73.0％に上った。 

 子ども予算倍増を巡り、何を倍増させるかは「整理中」として

いる岸田首相の説明に対し「納得できない」との回答も 79.9％

に達した。 

 新型コロナ対策のマスク着用ルール緩和を巡り「これまでと同

じように着用する」との回答は56.8％。「着用する機会を減らす」

35.1％だった。 

 岸田内閣の支持率は 38.1％。2 月中旬の前回調査は 33.6％だ

った。 

 回答は固定電話431人、携帯電話626人。 

 

【速報】マスク着用、56％これまで通り継続と回答 

2023年03月13日共同通信 

 共同通信社の全国電話世論調査によると、新型コロナウイルス

対策のマスク着用ルール緩和を巡り「これまでと同じように着用

する」との回答は 56.8％だった。着用機会を減らすとの答えは

35.1％だった。 

 

【速報】子ども予算の首相説明「納得できず」79％ 

2023年03月13日共同通信 

 共同通信社の全国電話世論調査によると、子ども予算倍増を巡

り、何を倍増させるかは「整理中」としている岸田文雄首相の説

明に対し、「納得できない」との回答は79.9％に上った。 

 

マスク着用「今まで通り」56％ 3年ぶり転換、個人判断に 

2023年03月13日共同通信 

 政府は13日、新型コロナウイルス対策のマスク着用ルールを

個人の判断とするよう緩和した。屋内では原則着用を求めていた

が感染症法上の位置付けを5月8日から「5類」に引き下げるた

め、新指針を策定し対応を早めた。マスクによる感染対策を約3

年ぶりに転換した。 

 コロナ禍前の平時への移行を後押しする狙いだが、共同通信社

の全国電話世論調査では「これまでと同じように着用する」との

回答は 56.8％を占め、東京都内のビジネス街や交通機関ではこ

れまで通りマスクを着けた人の姿が目立った。国民の脱マスクが

進むには時間がかかりそうだ。 

 

日本が悪い方向「物価」7割、過去最多 内閣府世論調査 

日経新聞2023年3月17日 17:00 

内閣府は 17 日、社会意識に関する世論調査の結果を発表した。

日本が悪い方向に向かっている分野として「物価」と答えた人が

70.5%で最も多かった。2021年12月の前回調査より32.6ポイ

ント増えた。次いで「財政」が7.1ポイント増の61.3%だった。 

新型コロナウイルス対策で調査方法を個別面接から郵送に変え

たため20年1月までの調査と単純比較できないものの同様の質

問項目ができた1998年からいずれも過去最高を更新した。 

良い方向に向かっている分野は「医療・福祉」が25.3%、「治安」

が21.8%。 

防衛分野に関しては「良い方向に向かっている」が13.9%で前回

の調査から 6.3ポイント増加した。「悪い方向に向かっている」

も30.4%と7.6ポイント上がった。内閣府は現在の国際情勢など

を踏まえ防衛問題への関心の高まりだと分析した。 

「現在の社会において満足していない点」を尋ねると「経済的な

ゆとりと見通しが持てない」と回答した人が最多の 62.5%を占

めた。「子育てしにくい」は27.7%となった。 

調査は2022年12月1日から23年1月8日に実施した。対象

は3000人で有効回収率は58.7%だった。 

 

戦争巻き込まれ、86％が危惧 09年以降最多、内閣府世論調査 

2023年03月07日共同通信 

 内閣府が7日付で発表した「自衛隊・防衛問題に関する世論調

査」で、日本が戦争に巻き込まれる危険について「危険がある」

「どちらかといえば危険がある」と答えた人は計86.2％だった。

回答の選択肢が現行と同じになった2009年以降、最多。自衛隊

の規模については「今の程度でよい」が53.0％で、「増強した方

がよい」41.5％を上回った。 

 調査は22年11月17日～12月25日に18歳以上の男女計3

千人に実施し、回収率は53.4％。 

 戦争に巻き込まれる危険が「ある」「どちらかといえばある」

と答えた人に複数回答で理由を聞いたところ、「国際的な緊張や

対立」が85.7％でトップだった。 
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物価「悪い方向」７割、過去最高＝「経済的ゆとりない」も増加

―内閣府調査 

 内閣府は１７日、「社会意識に関する世論調査」の結果を発表

した。日本が悪い方向に向かっている分野について複数回答で尋

ねたところ、「物価」と答えた人が最多で７０．５％。同様の質

問を開始した１９９８年調査以降、最高となった。現在の社会に

満足していない点として「経済的なゆとりと見通しが持てない」

と答えた人も過去最高を更新した。 

 日本が悪い方向に向かっている分野について「物価」と答えた

人は２０２１年１２月の前回調査の３７．９％と比べて大幅に増

加。続く上位の「国の財政」（６１．３％）、「景気」（６０．８％）、

「経済力」（４６．７％）、「資源・エネルギー」（３７．０％）の

いずれも前回より増加した。 

 内閣府の担当者は「昨年のロシアのウクライナ侵攻に伴う、食

料・エネルギーの価格高騰が影響しているのではないか」として

いる。 

 社会に満足していない点について複数回答で聞いたところ、ト

ップの「経済的なゆとりと見通しが持てない」と答えた人が６２．

５％。前回調査の５５．５％を上回り、同様の質問を開始した０



16 

 

８年以降、過去最高となった。「若者が社会での自立を目指しに

くい」が３０．０％（前回３０．１％）、「子育てしにくい」２７．

７％（同２３．４％）が続いた。 

 調査は昨年１２月１日から今年１月８日まで郵送方式で行っ

た。対象は全国の１８歳以上の３０００人で有効回収率は５８．

７％。２０年１月の前々回までは個別面接方式で行った。 

 


