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2020年10月20日～19日 

世論調査（ＡＮＮなど）、論評 

 

ＡＮＮ世論調査 菅内閣の支持率は56.1％ 

ＡＮＮ2020/10/19 06:21 

 菅内閣の支持率が 56.1％となり、政権発足の翌週に行った前

回の調査から6.2ポイント下がりました。 

 17日、18日に行ったANNの世論調査によりますと、内閣支持

率は 56.1％で、前回調査から 6.2 ポイント下がったものの、支

持しないと答えた 19.8％を上回りました。菅政権の新型コロナ

対策については、評価すると評価しないがそれぞれ31％でした。

また、日本学術会議の会員任命に関する菅総理の説明について、

納得しないは62％となり、納得するとした23％に対して大きく

上回りました。学術会議の在り方を見直すべきかどうかについて

は、64％が見直すべきと回答し、見直すべきと思わないと回答し

たのは13％でした。 

 

ＡＮＮ世論調査詳報 

POLL 世論調査2020年10月調査 【調査日】 2020年10月17・

18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 1858 人 

【有効回答率】 57.4%  

 

内閣支持率 あなたは、菅義偉連立内閣を支持しますか、支持し

ませんか？ 

支持する 56.1%前回比-6.2 

支持しない 19.8%前回比+3.5 

わからない、答えない 24.1%前回比+2.7 

 

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。 

菅総理の人柄が信頼できるから 25.6% 

支持する政党の内閣だから 13.8% 

政策に期待が持てるから 22.7% 

大臣の顔ぶれが良いから 2.4% 

他の内閣より良さそうだから 23.3% 

その他 11.1% 

わからない、答えない 1.1% 

 

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。 

菅総理の人柄が信頼できないから 25.6% 

支持する政党の内閣でないから 12.1% 

政策に期待が持てないから 22.1% 

大臣の顔ぶれが良くないから 14.6% 

他の内閣の方が良さそうだから 3.8% 

その他 18.7% 

わからない、答えない 3.1% 

 

政党支持率  

党 名 支持率 前

（％） 回

比 

自民党 49.4% 
-

4.5 

立憲民主党 9.0% 
-

0.1 

公明党 4.2% 0.7 

日本維新の会 3.6% 1.1 

共産党 3.9% 0.9 

国民民主党 0.8% 0.1 

社民党 0.3% 0.0 

れいわ新選組 0.1% 0.0 

NHK から国民を

守る党 
0.1% 0.0 

その他 0.9% 
-

0.4 

支持なし、わか

らない、答えな

い 

27.7% 2.2 

 

新型コロナウイルス 

＜現状認識＞新型コロナウイルス感染症について、あなたは、日

本国内の感染状況は、拡がっていると感じますか、収まっている

と感じますか？ 

拡がっている 58% 

収まっている 23% 

わからない、答えない 19% 

＜菅内閣の対応＞あなたは、菅内閣の新型コロナウイルス対策に

ついて、評価しますか、評価しませんか？ 

評価する 31% 

評価しない 31% 

わからない、答えない 38% 

Go To イート 「Go Toイート」について伺います。インターネ

ット上では、「錬金術」や「無限ループ」など制度の穴を突くよ

うな動きが話題になりました。これに対し、農水省は、「付与ポ

イント以上の飲食が必要」と見直しました。あなたは、「Go Toイ
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ート」を、今後も続けるべきだと思いますか、中止するべきだと

思いますか？ 

続けるべきだ 39% 

中止するべきだ 40% 

わからない、答えない 21% 

入国制限の緩和 菅内閣は、入国者の14日間の待機措置につい

て、ビジネスから帰国した日本人が条件を満たした場合には、免

除する方向で調整しています。あなたは、この方針を支持します

か、支持しませんか？ 

支持する 54% 

支持しない 32% 

わからない、答えない 14% 

 

行政手続きで押印廃止 菅内閣は、行政手続きにおける押印廃止

を進めています。あなたは、この取り組みを、評価しますか、評

価しませんか？ 

評価する 58% 

評価しない 20% 

わからない、答えない 22% 

 

学術会議 “任命拒否” ＜菅総理の判断＞ 

菅総理が、日本学術会議の会員候補 6 人の任命を拒否した問題

について伺います。あなたは、菅総理の判断は、適切だと思いま

すか、思いませんか？ 

思う 28% 

思わない 42% 

わからない、答えない 30% 

＜菅総理の説明＞6人が外れた具体的な理由について、菅総理は

「人事に関することについてコメントは控えたい」としたうえで、

「法に基づいて任命している」と説明しています。また、6人が

政府の法案を批判したことが理由ではないかとの指摘を「まった

く関係ない」と否定しました。あなたは菅総理の説明に納得しま

すか、納得しませんか？ 

納得する 23% 

納得しない 62% 

わからない、答えない 15% 

＜会議のあり方＞自民党は、政府からの独立性など、日本学術会

議のあり方の見直しに向けた議論を始めました。あなたは、会議

のあり方を、見直すべきだと思いますか、思いませんか？ 

思う 64% 

思わない 13% 

わからない、答えない 23% 

 

解散総選挙 あなたは、衆議院の解散総選挙を、いつ行う方がよ

いと思いますか？次の 4 つからお考えに近い 1 つを選んで下さ

い。 

できるだけ早く 7% 

今年中 9% 

来年前半 18% 

来年10月の衆議院の任期満了でよい 61% 

わからない、答えない 5% 

衆院選 比例投票先 あなたは、いま衆議院選挙で投票するとし

たら、比例代表選挙では、どの政党に投票しますか？ご自由に挙

げて下さい。 

自民党 40.1% 

立憲民主党 9.3% 

公明党 4.2% 

日本維新の会 3.8% 

共産党 3.8% 

国民民主党 0.7% 

社民党 0.3% 

れいわ新選組 0.5% 

NHKから国民を守る党 0.1% 

その他 0.7% 

投票しない 1.3% 

わからない、答えない 35.2% 

 

県政世論調査中間報告「コロナ不安」が8割超／埼玉県 

テレビ埼玉10/19(月) 18:52配信 

県民の生活意識や県政への要望を把握するため、県が毎年実施し

ている県政世論調査の中間報告で、新型コロナウイルスについて、

「不安を感じている」とした回答が 8 割以上となったことが分

かりました。 調査は、ことし 8 月 8 日から 28 日に県内在住の

満18歳以上の人5000人を対象に行われ、回答率は56．7％でし

た。 それによりますと、新型コロナウイルスについて「とても

不安を感じている」「少し不安を感じている」は、合わせて 82．

5％に達し、8割以上がいまだ収束の兆しが見えない「コロナ禍」

に懸念を示していることが分かりました。 また、去年と比べた

暮らし向きについて「変わらない」が前回調査に比べ4．8ポイ

ント減となる一方、「苦しくなった」が4．1ポイント増となって

います。 苦しくなった理由については、「新型コロナ感染拡大の

影響で収入が減ったり生活費などの支出が増えた」と回答した人

が最多で、「コロナ禍」による経済悪化が県民生活にも大きな影

響を与えていることが浮き彫りになっています。 県政への要望

については、今回から新設された選択肢の「新型コロナウイルス

対策を進める」が最も多くなりました。 次に多い「災害から県

民をまもる」は6．1ポイント増となり、去年10月、県内に大き

な被害をもたらした台風19号の影響があるとみられています。 

最終的な調査結果は、ことし12月に公表される予定です。 

 

菅内閣支持率“急落”…「学問の自由侵害」学術会議任命拒否問

題が影響 

ハンギョレ新聞10/20(火) 6:39配信 

世論調査で 1 カ月間に 6～12 ポイント低下 政府の政策に反対

した人を日本学術会議会員から排除 3週間に及ぶ「学問の自由

侵害」が社会問題に 72.7％ 「菅首相の説明は不十分」 

 

菅義偉首相＝首相官邸ホームページより 

 菅内閣の支持率が発足から 1 カ月で大幅な下落傾向に転じた

という報道機関の世論調査結果が相次いで出ている。  朝日新

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%A6%8D&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8F%B0%E9%A2%A8&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://news.yahoo.co.jp/articles/873d45956c61f44d0b4440c853b40e5e50b074fa/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/873d45956c61f44d0b4440c853b40e5e50b074fa/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://news.yahoo.co.jp/articles/873d45956c61f44d0b4440c853b40e5e50b074fa/images/000
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聞は今月 17～18 日に電話世論調査(回答 1458 人)を実施した結

果、菅内閣の支持率が 53％となり、先月の内閣発足直後(65％)

と比べ12ポイント低下したと19日報道した。「支持しない」と

いう回答は 13％から 23％へと 1 カ月で 10ポイント増加した。

読売新聞も16～18日に世論調査(回答1051人)を実施した結果、

菅内閣の支持率が 67％となり、1 カ月前(74％)より 7 ポイント

下がったと同日伝えた。  この他に、共同通信が17～18日の調

査で 5.9 ポイント下がった 60.5％、NHK が 9～11日に調査した

結果では7ポイント下がった55％となった。  菅内閣の支持率

が下落傾向を見せているのは、3週間近く日本社会で問題になっ

ている日本学術会議の会員任命拒否問題によるところが大きい。

菅首相は、首相傘下の独立特別機関である日本学術会議が会員と

して推薦した 105 人を今月初めに任命する際に、政府の政策に

反対した 6 人を排除し、学問の自由の侵害に対する論議が膨ら

んだ。学生、大学院生、教授、芸術家など、各界で反対声明を出

し、集会を開催するなど状況が深刻化しても、菅首相は任命を拒

否した具体的な理由を説明せずに「6 人排除」を固守している。  

朝日新聞の調査によれば、回答者の 63％が日本学術会議をめぐ

る問題と関連した菅首相の説明が不十分だと答えた。十分だとい

う回答は 15％に過ぎなかった。共同通信の調査では、菅首相の

説明が「不十分」という回答が72.7％に達した。 

 キム・ソヨン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr ) 

 

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E6%96%B0%E8%81%9E&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%80%9A%E4%BF%A1&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%AD%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%A8%E3%83%B3&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws

