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2018年 8月 6～7日 

世論調査─朝日新聞、ＮＨＫ 

 

安倍氏、１強政治「よくない」６９％ 朝日新聞世論調査 

朝日新聞デジタル2018年8月7日05時25分 

 安倍晋三首相が大きな力を握る「１強政治」について、

朝日新聞社が４、５両日に実施した全国世論調査（電話）

で是非を問うと、「よくない」が６９％で、「よい」は１７％

だった。自民支持層も５５％が「よくない」とした。官僚

による首相や首相官邸への忖度（そんたく）については６

４％が「行き過ぎていると思う」と答えた。 

 森友学園や加計学園の問題で、安倍首相が国会で「説明

責任を果たしていない」は７７％にのぼり、「果たした」は

１４％。「果たしていない」は自民支持層でも６３％、無党

派層では８２％に達した。 

 野党への世論の視線も厳しい。自民への対抗勢力として

野党に「期待できない」が８０％。「期待できる」は１１％

にとどまった。立憲支持層に限っても６７％が「期待でき

ない」。立憲の政党支持率は６％で、昨年の衆院選以降で最

低だった。 

 東京五輪・パラリンピック期間中の暑さ対策として、標

準時を２時間早めるサマータイムを導入することには、賛

成５３％、反対３２％だった。 

 内閣支持率は３８％（前回３８％）、不支持率は４１％（同

４３％）だった。６カ月連続で、不支持が支持を上回った。 

 

次期総裁は安倍氏３２％、石破氏２６％ 安倍氏優勢続く 

朝日新聞デジタル2018年8月7日08時48分 

 

次の自民党総裁にふさわしいのは…（安倍、石破、野田３

氏で比較） 

 ９月の自民党総裁選を前に、朝日新聞社が４、５両日の

世論調査で次期総裁に誰がふさわしいかを３氏の名前を挙

げて聞くと、安倍晋三首相が３２％（前回７月調査は２

８％）、石破茂・元幹事長２６％（同２３％）、野田聖子総

務相５％（同７％）の順だった。「この中にはいない」は３

４％（同３３％）。 

 立候補を見送った岸田文雄政調会長を含めた４氏で聞い

た７月調査と比べ、安倍氏優勢の傾向に変化はなかった。

自民支持層に限ると、安倍氏が５９％と突出し、石破氏２

０％、野田氏３％だった。 

 一方、「首相に求めるもの」を４択で尋ねると、「公正さ」

３２％が最も多く、続いて「安定感」の３１％、「リーダー

シップ」２０％、「対話姿勢」１３％の順だった。内閣不支

持層では４９％が「公正さ」と答えた。 

 この「首相に求めるもの」で、ふさわしい総裁の傾向に

違いが出た。「公正さ」を求める層では、ふさわしい総裁は、

石破氏が３４％で、安倍氏の１４％を上回った。 

 一方、「安定感」を求める層は安倍氏が４１％で、石破氏

は１８％。「リーダーシップ」を求める層でも安倍氏５０％、

石破氏１８％で、安倍氏が圧倒した。「対話姿勢」を求める

層では石破氏３１％、安倍氏２９％と拮抗（きっこう）し

た。 

 総裁選の争点と目される安倍首相の経済政策についても

聞いた。「評価する」は４０％で、「評価しない」の４４％

と割れた。「評価する」は男性が４６％と高めで、女性は３

５％だった。 

 一方、安倍政権のもとでの憲法改正には反対が５２％で、

賛成３１％を上回った。反対は内閣支持層でも２６％、不

支持層では８４％にのぼった。 

 

杉田氏寄稿、自民対応に「問題」６割 朝日新聞世論調査 

朝日新聞デジタル2018年8月6日18時59分 

 朝日新聞は４、５両日に実施した世論調査で、自民党の

杉田水脈（みお）議員が同性カップルを念頭に「生産性が

ない」などと主張した問題について尋ねた。この問題への

自民党の対応について「問題がある」は６１％で、「問題は

ない」２６％を大きく上回った。 

 杉田氏は月刊誌への寄稿で、同性カップルを巡り「子ど

もを作らない、つまり『生産性』がない」などと主張。自

民党は当初、静観していたが、性的少数者への差別だとの

批判が高まった後、杉田氏を指導したと発表した。調査で

は、この同党の一連の対応について尋ねた。 

 自民支持層でも「問題がある」が４７％で、「問題はない」

３８％を上回った。男女別では、男性が「問題がある」５

９％、「問題はない」３０％。女性は「問題がある」６２％、

「問題はない」２２％だった。年代別では、６０代が「問

題がある」が７２％と高いが、年代問わず、「問題がある」

が半数以上だった。 

 

東京医大の女性減点「問題」９割超 朝日新聞世論調査 

朝日新聞デジタル2018年8月6日18時05分 

 朝日新聞社が４、５両日に実施した全国世論調査（電話）

で、東京医科大学が女子受験生の点数を一律に減点してい

たことについて尋ねると、「大いに問題だ」が７８％で、「あ

る程度問題だ」１５％と合わせると９３％に達した。 

 「どの程度問題だと思うか」を４択で聞いた。「あまり問

題ではない」は４％、「まったく問題ではない」は１％だっ

た。「大いに問題」は男性が７７％、女性が７９％と、性別
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を問わず高かった。年代別にみると、３０代～６０代の８

０％以上が「大いに問題」と答えた。 

 

世論調査―質問と回答〈８月４、５日実施〉 

朝日新聞デジタル2018年8月6日21時39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、７月１

４、１５日の調査結果） 

◆いまの政治などについてうかがいます。あなたは、安倍

内閣を支持しますか。支持しませんか。 

 支持する ３８（３８） 

 支持しない ４１（４３） 

 その他・答えない ２１（１９） 

◇（「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） 

 首相が安倍さん １１〈４〉 

 自民党中心の内閣 １８〈７〉 

 政策の面 １９〈７〉 

 他よりよさそう ５０〈１９〉 

 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） 

 首相が安倍さん １８〈８〉 

 自民党中心の内閣 ２８〈１１〉 

 政策の面 ３７〈１５〉 

 他のほうがよさそう １１〈４〉 

 その他・答えない ７〈３〉 

◆あなたは、いま、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 ３６（３４） 

 立憲民主党 ６（８） 

 国民民主党 １（１） 

 公明党 ３（４） 

 共産党 ４（３） 

 日本維新の会 １（１） 

 自由党 ０（０） 

 希望の党 ０（０） 

 社民党 １（１） 

 日本のこころ ０（０） 

 その他の政党 １（１） 

 支持する政党はない ４１（３９） 

 答えない・分からない ６（８） 

◆９月に自民党の総裁選挙があります。あなたは、次の自

民党総裁にふさわしいのは誰だと思いますか。（択一） 

 安倍晋三さん ３２ 

 石破茂さん ２６ 

 野田聖子さん ５ 

 この中にはいない ３４ 

 その他・答えない ３ 

◆自民党総裁は事実上、首相となります。あなたが、首相

になる人に求めるものは何ですか。（択一） 

 リーダーシップ ２０ 

 安定感 ３１ 

 対話姿勢 １３ 

 公正さ ３２ 

 その他・答えない ４ 

◆あなたは、安倍首相の経済政策を評価しますか。評価し

ませんか。 

 評価する ４０ 

 評価しない ４４ 

 その他・答えない １６ 

◆あなたは、安倍政権のもとで憲法改正をすることに、賛

成ですか。反対ですか。 

 賛成 ３１ 

 反対 ５２ 

 その他・答えない １７ 

◆あなたは、安倍さんが大きな力を握る「１強政治」は、

よいことだと思いますか。よくないことだと思いますか。 

 よいことだ １７ 

 よくないことだ ６９ 

 その他・答えない １４ 

◆最近の安倍政権と官僚についてうかがいます。あなたは、

官僚による首相や首相官邸への忖度（そんたく）が、行き

過ぎていると思いますか。そうは思いませんか。 

 行き過ぎている ６４ 

 そうは思わない ２３ 

 その他・答えない １３ 

◆あなたは、森友学園や加計学園をめぐる問題について、

安倍首相は国会で説明責任を果たしたと思いますか。果た

していないと思いますか。 

 果たした １４ 

 果たしていない ７７ 

 その他・答えない ９ 

◆あなたは、自民党に対抗する勢力として、いまの野党に

期待できますか。期待できませんか。 

 期待できる １１ 

 期待できない ８０ 

 その他・答えない ９ 

◆西日本を中心に大きな被害をもたらした豪雨災害から１

カ月たちました。あなたは、この豪雨災害への安倍内閣の

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 ３８ 

 評価しない ４５ 

 その他・答えない １７ 

◆自民党の杉田水脈（みお）衆議院議員が、男性同士や女
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性同士のカップルについて、「子どもを作らない、つまり生

産性がない」と雑誌に書きました。これに対し、自民党は、

最初は静観していましたが、性的少数者への差別だとの批

判が高まり、あとになって、今後十分に注意するよう杉田

議員を指導したと公表しました。あなたは、自民党の一連

の対応は問題があると思いますか。問題はないと思います

か。 

 問題がある ６１ 

 問題はない ２６ 

 その他・答えない １３ 

◆２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの暑さ

対策についてうかがいます。大会組織委員会は、気温の低

い早朝を有効に使うため、日本全体で夏の間だけ時計を２

時間進める「サマータイム」の導入を提案しています。あ

なたはこの案に賛成ですか。反対ですか。 

 賛成 ５３ 

 反対 ３２ 

 その他・答えない １５ 

◆東京医科大学が、入学試験で女子の合格者を減らすため

に、女子の受験者全員の点数をひそかに減点していたこと

がわかりました。あなたは、このことはどの程度問題だと

思いますか。（択一） 

 大いに問題だ ７８ 

 ある程度問題だ １５ 

 あまり問題ではない ４ 

 まったく問題ではない １ 

 その他・答えない ２ 

     ◇ 

 〈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、４、５の両日に全国の有権者を対象に調査した（固

定は福島県の一部を除く）。固定は有権者がいると判明した

１９４１世帯から９５５人（回答率４９％）、携帯は有権者

につながった２０４７件のうち９７３人（同４８％）、計１

９２８人の有効回答を得た。 

 

ＮＨＫ世論調査 内閣支持・不支持とも４１％ 

NHK8月6日 19時21分  

 

ＮＨＫの世論調査によりますと、安倍内閣を「支持する」

と答えた人は、先月の調査より３ポイント下がって４１％

で、「支持しない」と答えた人も２ポイント上がって同じ４

１％でした。 

ＮＨＫは今月３日から３日間、全国の 18 歳以上の男女を

対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携

帯電話の番号に電話をかける「ＲＤＤ」という方法で世論

調査を行いました。調査の対象となったのは 2162 人で、

56％にあたる1205人から回答を得ました。 

 それによりますと、安倍内閣を「支持する」と答えた人

は先月の調査より３ポイント下がって 41％でした。「支持

しない」と答えた人も同じ41％で、先月より２ポイント上

がりました。 

 支持する理由では「他の内閣より良さそうだから」が

50％、「実行力があるから」が17％、「支持する政党の内閣

だから」が12％でした。 

 逆に支持しない理由では「人柄が信頼できないから」が

42％、「政策に期待が持てないから」が28％、「他の内閣の

方が良さそうだから」が10％でした。 

 来月行われる自民党総裁選挙について、「大いに関心があ

る」が 18％、「ある程度関心がある」が 43％、「あまり関

心がない」が24％、「まったく関心がない」が13％でした。 

 自民党総裁選挙で争点として最も議論してほしいものを

聞いたところ「経済・財政政策」が27％、「地方の活性化」

が20％、「外交・安全保障」が17％、「防災対策」が11％、

「政権運営のあり方」が９％「憲法改正」が６％でした。 

 西日本豪雨への政府の対応を「大いに評価する」が７％、

「ある程度評価する」が46％、「あまり評価しない」が29％、

「まったく評価しない」が10％でした。 

 特別警報ができてから今月で５年になります。重大な災

害の危険が非常に高まっていることを知らせる特別警報の

意味について「よく知っている」が 11％、「ある程度知っ

ている」が 49％、「あまり知らない」が 28％、「ほとんど

知らない」が10％でした。 

 災害の危険が高まっている時、どのような情報を知った

段階で避難行動を始めようと思うか聞いたところ「避難準

備・高齢者等避難開始」が11％、「大雨などの警報」が９％、

「避難勧告や避難指示」が34％、「特別警報」が17％、「近

くで災害が起きた」が20％でした。 

 参議院選挙の１票の格差を是正するための定数を６増や

すなどとした法律について「大いに評価する」が４％、「あ

る程度評価する」が 20％、「あまり評価しない」が 30％、

「まったく評価しない」が35％でした。 

 

NHK世論調査 各党の支持率 

NHK2018年8月6日 19時41分 

ＮＨＫの世論調査によりますと、各党の支持率は自民党

が35.6％、立憲民主党が5.6％、国民民主党が0.4％、公明

http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/topics/word/性的少数者.html
http://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
http://www.asahi.com/olympics/2020/
https://www.asahi.com/paralympics/
http://www.asahi.com/topics/word/東京医科大学.html
http://www.asahi.com/topics/word/入学試験.html
http://www.asahi.com/area/fukushima/
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党が 4.1％、共産党が 2.7％、日本維新の会が 0.9％、自由

党が 0.3％、社民党が 0.3％、「特に支持している政党はな

い」が43.2％でした。 

 

 

調査概要 

調査時期 8月3日(金)～5日(日) 

調査相手（人） 2,162 

回答数（人） 1,205 

回答率（％） 55.7 

 

政治意識月例調査について 

NHK は、国民の政治意識を調べるため毎月電話による世

論調査を実施しています。内閣支持や政党支持など、国民

の政治意識を調べるとともに、社会的に関心の高い時事問

題についての人びとの考えを毎月定期的に調査し、その結

果をニュースでも放送しています。  

調査対象：全国の18歳以上の男女  

調査方法：電話法（固定・携帯RDD）  

2017 年 4 月から固定電話に加えて携帯電話にも電話をか

けて調査を実施しています。 

 


