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2022年 8月 23日～22日 

ANN世論調査 

岸田内閣支持率“急落”43.7％…旧統一教会「説明不足」8割

に 

ANN2022/08/22 18:34 

 旧統一教会と政治の関係を巡り、政党などの調査や説明が

足りないと答えた人が 8 割に上ることが ANN の世論調査で

明らかになりました。また岸田内閣の支持率は、先月に比べ

9.9ポイント減り、43.7％に急降下しています。 

極めて、珍しいことが起きました。 

 岸田総理大臣：「皆様の期待に応える、有事の内閣を速やか

に整えていくため内閣改造を断行致しました」 

通常、内閣改造を行えば、支持率が上がるものですが…。 

岸田改造内閣、支持率が急落しました。 

週末に行われたANNの世論調査では先月から支持が9.9ポ

イント減って、発足以来、2 番目の低さの 43.7％。不支持は

10ポイント増えて、32.7％です。 

 松野官房長官：「世論調査の数字に一喜一憂はしませんが、

一般論として申し上げれば、世論調査に表れた国民の皆様の

声を真摯に受け止め、政府としての対応に生かしていくこと

が重要であると」 

内閣改造を経ても、支持率を押し下げた国民の声…。 

大きなものの 1つは“あの問題”について…。 

加藤厚労大臣：「関係については、一切持たないということ

を明言させて頂いているところです」 

 山際経済再生担当大臣：「改めて当該団体と一切、関係を持

たないことを、ここにお約束をしたいと思います」 

 寺田総務大臣：「一切関係を持たないことをですね、しっか

りと守っていければと思っております」 

 旧統一教会とのつながりについて、政党や国会議員が行っ

ている調査や説明などの対応が十分かどうか。 

 ANN の世論調査では「足りない」と答えた人が 80％に上

り、「十分だ」とした人の 10倍になりました。 

 また関係を断つべきかどうかについては「断つべき」が 78％

で、「断つ必要はない」の 11％を大きく上回りました。 

もう 1つの大きな声は安倍元総理に関するものです。 

22日、銃撃現場を視察した谷国家公安委員長。 

谷国家公安委員長：「来月に迫った国葬儀の警備に万全を期

するべく警察を強く指導して参りたいと思います」 

 安倍元総理の国葬は事件から 6 日後、岸田総理が実施を表

明しました。 

 岸田総理大臣：「いわゆる国葬についてですが、全額が国費

による支弁となるものであると考えています。そして国会の

審議等が必要なのかという質問につきましては国の儀式とし

て行う国葬儀については閣議決定を根拠として行政が国を代

表して行いうるものである」 

 野党からは批判の声が上がりましたが、自民党の茂木幹事

長は…。 

 自民党・茂木幹事長：「野党の主張、ちょっと聞かなくちゃ

分かりませんけれど、国民の声、認識とはかなりずれているん

じゃないかなと」 

 ところが、最新の世論調査では国葬に賛成が 34％なのに対

して、反対する声は 51％に上ります。 

 反対する理由としては、「国の予算を使って行うから」が

37％で最も多く、「国葬を決めた基準や過程に問題があるから」

が 30％でした。 

 松野官房長官：「また国民一人ひとりに対して喪に服するこ

とや政治的評価を求めるものではないことをしっかりと説明

をして参りたいと考えております」 

 政府はこう繰り返していますが、弔意の表明をどこまで国

民に求めるか、明確な方針を打ち出せていません。 

 政府が 15日に閣議決定した答弁書では、例えば葬儀の時間

中に黙祷（もくとう）を要請するか、どうか。 

弔旗の掲揚を要請するか、どうか。 

 「葬儀の在り方は現在検討しているところであり、現時点で

お答えすることは困難」としています。 

 国葬を行う来月 27日に、競馬や競輪といった公営ギャンブ

ルの中止を求めるかどうかについては、「現時点では決定して

いない」と回答しています。 

 新型コロナで隔離中の岸田総理。国民の声にどう向き合っ

ていくのでしょうか。 

ANN POLL 世論調査 

2022年 8月調査【調査日】 2022年 8月 20・21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 1973 人 

【有効回答率】 51.5% 

内閣支持率 

あなたは、岸田文雄連立内閣を支持しますか、支持しません

か？ 

支持する 43.7%前回比-9.9 

支持しない 32.7%前回比 10.0 

わからない、答えない 23.6%前回比-0.1 

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 23.1% 

支持する政党の内閣だから 22.7% 

政策に期待が持てるから 6.9% 

大臣の顔ぶれが良いから 1.9% 

他の内閣より良さそうだから 34.0% 

その他 9.8% 

わからない、答えない 1.6% 

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。 
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岸田総理の人柄が信頼できないから 5.0% 

支持する政党の内閣でないから 10.1% 

政策に期待が持てないから 40.8% 

大臣の顔ぶれが良くないから 24.1% 

他の内閣の方が良さそうだから 5.7% 

その他 10.0% 

わからない、答えない 4.3% 

政党支持率 

党 名 
支持率

（％） 
前回比 

自民党 44.9% -0.2

立憲民主党 8.3% 0.8 

公明党 3.1% -0.9

日本維新の会 8.3% -1.8

国民民主党 2.4% -0.2

共産党 4.5% 1.1 

れいわ新選組 1.4% -0.9

社民党 0.6% 0 

NHK党 0.6% 0.1 

参政党 1.4% 0.5 

その他 1.0% -0.3

支持する政党は

ない 
20.3% 5.5 

わからない、答

えない 
3.2% -3.7

安倍元総理の国葬 

政府は、安倍元総理の葬儀を、国が全額費用を負担する国葬と

して 9月に行います。あなたは、この国葬に賛成ですか、反対

ですか？ 

賛成 34% 

反対 51% 

わからない、答えない 16% 

国葬に賛成の理由 

あなたが、賛成する主な理由は何ですか？次の 5つから 1 つ

を選んで下さい。 

安倍元総理の実績を評価しているから 49% 

すでに閣議決定されたことだから 5% 

選挙活動中に銃撃された死だったから 10% 

長い期間、総理大臣を務めた人だから 26% 

その他 6% 

わからない、答えない 5% 

国葬に反対の理由 

あなたが、反対する主な理由は何ですか？次の 5つから 1 つ

を選んで下さい。 

安倍元総理の実績を評価していないから 13% 

国の予算を使って行うから 37% 

国葬を決めた基準や過程に問題があるから 30% 

政府が喪に服すことを強制するべきでないから 11% 

その他 5% 

わからない、答えない 5% 

内閣改造・党役員人事 

岸田総理は、新たな内閣の顔ぶれや党役員を、世界平和統一家

庭連合、旧統一教会との関係を、自ら点検し見直すよう求めた

上で選びました。あなたは、この人事を、評価しますか、評価

しませんか？ 

評価する 30% 

評価しない 53% 

わからない、答えない 17% 

新閣僚らの旧統一教会との関係見直し 

新しい閣僚や党役員のうち、副大臣や政務官を含めておよそ

30人が、旧統一教会と関係があったことを認め、今後は関係

を見直すと発言しています。あなたは、今後は関係を見直すこ

とで、納得しますか、納得しませんか？ 

納得する 36% 

納得しない 51% 

わからない、答えない 13% 

旧統一教会に関する調査や説明 

あなたは、旧統一教会と政治とのつながりについて、政党や国

会議員が、行っている調査や説明などの対応は、十分だと思い

ますか、足りないと思いますか？ 

十分だ 8% 

足りない 80% 

わからない、答えない 12% 

政治家と旧統一教会との関係 

あなたは、政治家が旧統一教会やその関連団体との関係を断

つべきだと思いますか、断つ必要はないと思いますか？ 

断つべきだ 78% 

断つ必要はない 11% 

わからない、答えない 11% 

政府の新型コロナ対策 

あなたは、政府が行っている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？ 
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評価する 42% 

評価しない 43% 

わからない、答えない 15% 

新型コロナの取り扱い 

あなたは、新型コロナウイルスについて、感染者を全て把握し、

隔離するなど強い措置をとれる今の取り扱いのままでよいと

思いますか、それともインフルエンザと同じような扱いに変

えた方がよいと思いますか？ 

今のままでよい 31% 

変えた方がよい 50% 

わからない、答えない 19% 

日本維新の会への期待 

日本維新の会の代表選挙が、27日に行われます。あなたは、

日本維新の会が、立憲民主党に代わって、野党第一党になるこ

とを期待しますか、期待しませんか？ 

期待する 37% 

期待しない 46% 

わからない、答えない 17% 

日本の安全が脅かされる不安 

アメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問し、中国が反発して

います。あなたは、日本の安全が脅かされる不安を感じますか、

感じませんか？ 

感じる 68% 

感じない 24% 

わからない、答えない 8% 

※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。


