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２０２２年１０月３日～２日 

世論調査（朝日新聞デジタル、読売新聞・ＮＮＮ、ＪＮＮ） 

 

内閣不支持、初の 50%に 国葬「評価しない」59% 朝日世論

調査 

朝日新聞デジタル2022年10月2日 22時11分 

岸田内閣

の支持率の推移 

 

 朝日新聞社は1、2の両日、全国世論調査（電話）を実施した。

岸田文雄内閣の不支持率は50%（前回9月調査は47%）で、初

めて半数に達した。支持率は40%（同41%）でほぼ横ばい。不

支持率が支持率を上回るのは、2カ月連続となる。 

〈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、1、2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1015世帯から548人（回答率54%）、携帯は有権者につ

ながった2140件のうち900人（同42%）、計1448人の有効回

答を得た。 

 支持政党別にみると、自民支持層で内閣を「支持する」は70%、

「支持しない」は23%。無党派層で「支持する」は24%、「支持

しない」は62%だった。 

 9月27日にあった安倍晋三元首相の国葬を、岸田内閣が国の

儀式として行ったことについて、「評価しない」は 59%、「評価

する」は35%だった。自民支持層の「評価する」は58%いたが、

「評価しない」も37%いた。無党派層の「評価しない」は67%

に上った。年代別では、18～29歳の「評価する」が47%で他の

年代より高い割合を示したが、70代は25%だった。 

 政治家と旧統一教会を巡る問題への岸田首相の対応は、「評価

しない」67%。「評価しない」人の割合は、同じ質問をした8月

調査の 65%、9月調査の 66%からほぼ変わっていない。依然と

して岸田首相の対応に厳しい目が注がれている。 

 岸田首相は、4日で首相になって1年を迎える。この1年間の

仕事ぶりについて質問すると、「大いに」4%、「ある程度」38%

を合わせて「評価する」は42%、「あまり」43%、「全く」13%を

合わせて「評価しない」は 56%となり、全体としては辛口の評

価となった。 

 岸田首相は、成長と分配の好… 

残り460文字 

 

細田衆院議長の説明「不十分」74% 旧統一教会 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル2022年10月3日 5時00分 

細田衆院議

長の旧統一教会についての説明は… 

 朝日新聞社が1、2の両日に実施した全国世論調査（電話）で、

細田博之衆院議長が、旧統一教会の関連団体の会合に出席してあ

いさつしたことなどを認めるコメントを発表したことについて

質問したところ、細田氏の説明が「十分ではない」は 74%で、

「十分だ」は12%にとどまった。 

〈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、1、2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1015世帯から548人（回答率54%）、携帯は有権者につ

ながった2140件のうち900人（同42%）、計1448人の有効回

答を得た。 

 細田氏の説明については、自… 

残り514文字 

 

物価高負担感じる70% 首相対応、評価しない71％ 朝日世論

調査 

朝日新聞デジタル四登敬2022年10月3日 5時00分 

物価高の生

活への負担を… 
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 食料品や光熱費、ガソリン代などで値上げが続いていることを

受け、朝日新聞社は1、2両日の全国世論調査（電話）で、生活

への負担を感じるかどうかを質問した。「生活への負担を感じる」

は70%で、「それほどでもない」は29%だった。 

 「生活への負担を感じる」と答えた割合は、男女別で大きな差

はなく、年代別では 18～29 歳が 62%と全体より低いが、40～

60代は7割を超えた。 

 物価高についての岸田文雄首相の対応は「評価しない」が71%、

「評価する」が19%で、9月調査と同じ傾向だった。 

 〈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、1、

2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1015世帯から548人（回答率54%）、携帯は有権者

につながった2140件のうち900人（同42%）、計1448人の有

効回答を得た。 

内閣不支持、初の 50%に 国葬「評価しない」59% 朝日世論

調査 

朝日新聞世論調査―質問と回答（10月1、2日実施） 

 政府が、観光支援策として今… 

残り408文字 

 

内閣支持率続落４５％、不支持４６％で初の逆転…読売世論調

査 

読売新聞10/2(日) 22:00配信 

 

（写真：読売新聞） 

 読売新聞社は１～２日、全国世論調査を実施し、岸田内閣の支

持率は４５％となり前回調査（９月２～４日）の５０％から５ポ

イント低下した。不支持率は４６％（前回４１％）で、政権発足

後初めて不支持が支持を逆転した。 

岸田首相 

 「世界平和統一家庭連合」（旧統一教会）と政治家を巡る問題

や物価高、安倍晋三・元首相の国葬（国葬儀）実施への厳しい評

価が支持率下落につながったとみられる。ただ、４５％の支持率

は、歴代内閣と比較すると低い水準ではない。 

 政党支持率は自民党４０％（前回４０％）、立憲民主党５％（同

５％）、日本維新の会５％（同６％）などで、無党派層は３７％

（同３７％）。 

 

国葬実施「よくなかった」５４％、今後の国葬実施「よくない」

５８％…読売世論調査 

読売新聞10/2(日) 22:00配信 

（写真：読売新聞） 

 読売新聞社が１～２日に実施した全国世論調査では、政府によ

る安倍元首相の国葬実施をよかったと「思わない」は５４％で、

「思う」の４１％を上回った。 

安倍晋三元首相の国葬で追悼の辞を述べる岸

田文雄首相（中央左下） 

 前回調査（９月２～４日）で、国葬実施を決めたことへの評価

を聞いた際には、「評価する」は３８％、「評価しない」は５６％

だった。国葬実施後も評価は好転していない。 

 一定の業績を残した首相経験者などを対象とした国葬を今後、

実施してもよいと「思わない」は５８％で、「思う」は３３％に

とどまっている。 

 

防衛力強化に「賛成」７１％、財源は「国債」４３％・「増税」

２０％…読売世論調査 

読売新聞2022/10/02 22:01 

 読売新聞社の全国世論調査で、日本が防衛力を強化することに

「賛成」は７１％を占め、「反対」の２１％を大きく上回った。 
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 電話、郵送いずれの調査でも、２０１７年以降の同様の質問で、

「賛成」が６～７割台の高い水準を維持している。 

練模擬戦闘訓練で射撃する１５

５ミリりゅう弾砲（ＦＨ７０）（５月２２日、金沢市野田町の陸

上自衛隊金沢駐屯地で） 

 防衛力強化に「賛成」と答えた人に、主な財源について聞くと、

「国債の発行」４３％が最も多く、「社会保障費など他の予算の

削減」３０％、「増税」２０％の順だった。 

 調査は、１０月１～２日に実施した。 

 

２０２２年１０月 電話全国世論調査 質問と回答 

読売新聞2022/10/03 05:00 

本社全国世論調査結果（数字は％） 

 選択肢を読みあげた質問は末尾に※印 （ ）内の数字は前回

９月２～４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  ４５（５０）・その他 ４（３） 

・支持しない ４６（４１）・答えない５（６） 

▼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） ９ ３１ 

・首相に指導力がある（ない）  ５ ２０ 

・首相が信頼できる（できない） １０ １４ 

・閣僚の顔ぶれがよい（よくない）２ ８ 

・自民党中心の政権だから    ２２ １９ 

・他によい人がいない（いる）  ５１ ６ 

・その他            － １ 

・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   ４０（４０）・社民党  １（０） 

・立憲民主党 ５（５）・ＮＨＫ党 ０（０） 

・日本維新の会５（６）・参政党  １（１） 

・公明党   ３（２）・その他  ０（０） 

・共産党   ２（３）・支持する政党はない３７（３７） 

・国民民主党 ２（１）・れいわ新選組１（１）・答えない ３（２） 

◆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             ５８ 

・評価しない            ３７ 

・答えない             ６ 

◆岸田内閣が発足して１年になります。岸田首相には、どのくら

い首相を続けてほしいと思いますか。次の４つの中から、１つ選

んでください。※ 

・できるだけ長く          １５ 

・自民党総裁の任期が切れる２０２４年９月まで ３９ 

・１年くらい            ２３ 

・すぐに交代してほしい       ２０ 

・その他              ０ 

・答えない             ３ 

◆政府が、安倍晋三・元首相の国葬を実施したことを、よかった

と思いますか、思いませんか。 

・思う４１ ・思わない５４ ・答えない４ 

◆今後、一定の業績を残した首相経験者などを対象とした国葬を、

実施してもよいと思いますか、思いませんか。 

・思う３３ ・思わない５８ ・答えない９ 

◆「世界平和統一家庭連合」（旧統一教会）と政治家の関係を巡

る問題で、岸田首相は、指導力を発揮していると思いますか、思

いませんか。 

・思う１３ ・思わない８０ ・答えない７ 

◆旧統一教会と安倍元首相の関係について調査を行うべきだと

思いますか、思いませんか。 

・思う５９ ・思わない３７ ・答えない５ 

◆あなたは、今後、日本が防衛力を強化することに、賛成ですか、

反対ですか。 

・賛成 ７１ ・反対 ２１ ・答えない ８ 

▼【前問で「賛成」と答えた人だけ】防衛力を強化するための主

な財源について、あなたの考えに最も近いものを、次の３つの中

から、１つ選んでください。※ 

・国債の発行            ４３ 

・社会保障費など他の予算の削減   ３０ 

・増税               ２０ 

・答えない             ８ 

◆物価高に対する日本政府の対応を、評価しますか、評価しませ

んか。 

・評価する             ２１ 

・評価しない            ７３ 

・答えない             ７ 

◆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         ３７ 

・多少は感じている         ４９ 

・あまり感じていない        １０ 

・全く感じていない         ３ 

・答えない             １ 

 …………………………………………… 

【調査方法】１０月１～２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７０
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１世帯の中から４１１人、携帯では応答のあった１６６８人の中

から６７８人、計１０８９人の回答を得た。回答率は固定５９％、

携帯４１％。 

 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 

 

ＮＮＮ2022年10月2日 22:00 

【世論調査】岸田内閣“支持率”続落45% 最低更新 

 

NNNと読売新聞が今月1日、2日に行った世論調査で、岸田内

閣の支持率は45パーセントで政権発足以来、最も低くなりまし

た。 

世論調査で岸田内閣を「支持する」と答えた人は45パーセント

で前の月より5ポイント下がり、政権発足以来、最も低くなりま

した。一方、「支持しない」は46パーセントと、5ポイント上が

って最も高くなり、「支持する」を初めて上回りました。 

政府が、安倍元総理大臣の国葬を実施したことをよかったと思う

か、たずねたところ、よかったと「思わない」が54パーセント

で、よかったと「思う」の41パーセントを上回りました。 

今後、一定の業績を残した総理経験者などを対象とした国葬を実

施してもよいと思うか、では「思わない」が58パーセント、「思

う」は33パーセントでした。 

いわゆる統一教会と安倍元総理の関係について調査を行うべき

だと思うかについては、「思う」が59パーセントで、「思わない」

の37パーセントを上回りました。 

また、いわゆる統一教会と政治家の関係をめぐる問題で、岸田総

理は指導力を発揮していると思うかをたずねたところ、「思わな

い」は80パーセントに達しました。 

物価高に対する政府の対応は、「評価しない」が 73 パーセント

におよびました。 

物価高への対応や安倍元総理の国葬は評価が低いほか、いわゆる

統一教会をめぐる問題でも岸田総理の対応への評価は低く、内閣

支持率の下落には歯止めがかかっていません。 

こうした中、岸田総理にはどのくらい総理を続けてほしいと思う

か、たずねたところ、「自民党総裁の任期が切れる 2024年 9月

まで」が39パーセントで最も多くなりました。ただ、8月に同

じ質問をしたときより6ポイント低くなっているほか、「すぐに

交代してほしい」は 20パーセントと、8月よりも 10ポイント

増えています。 

今後、日本が防衛力を強化することに「賛成」は71パーセント、

「反対」は21パーセントでした。 

新型コロナウイルスをめぐる政府のこれまでの対応については

「評価する」が58パーセントでした。 

■NNN・読売新聞世論調査 

10月1日から2日 全国有権者に電話調査 

固定電話411人（回答率59％） 

携帯電話678人（回答率41％） 

合計1089人が回答 

 

ＮＮＮ2022年10月2日 22:15 

【世論調査】“統一教会”問題 首相は指導力“発揮せず”が80%、

指導力“発揮している”は13％にとどまる 

 

NNNと読売新聞が今月1日、2日に行った世論調査で、いわゆ

る統一教会と政治家の関係をめぐる問題で、岸田首相は指導力を

発揮していると思うかをたずねたところ、「思わない」は 80 パ

ーセントに達しました。 

指導力を発揮していると「思う」は、13 パーセントにとどまり

ました。 

また、いわゆる統一教会と安倍元首相の関係を調査するかについ

て、岸田首相は「本人が亡くなられた今、実態を把握することに

は限界がある」と述べるなど否定的です。 

しかし、今回の世論調査では、調査を行うべきだと「思う」が59

パーセントで、「思わない」の37パーセントを上回りました。 

■NNN・読売新聞世論調査 

10月1日から2日 全国有権者に電話調査 

固定電話411人（回答率59％） 

携帯電話678人（回答率41％） 

合計1089人が回答 

 

ＮＮＮ2022年9月4日 22:01 

“統一教会”と関係断つ “評価”76% 

 

NNN と読売新聞が今月 2 日から 4 日まで行った世論調査で、

岸田首相がいわゆる統一教会と「関係を断つことを自民党の基本

方針とする」と表明したことについては「評価する」が 76％に

達しました。「評価しない」は18％でした。 

 

https://news.ntv.co.jp/category/politics/a2deafada78f45398c669c9ee5b0e93c/image?p=2


5 

 

 

 (他 1枚の写真) 

 

一方で、自民党はいわゆる統一教会との関係を断つことができる

と思うか、たずねたところ、「思わない」が72％、「思う」が21％

でした。 

■NNN・読売新聞世論調査 

9月2日から4日 

全国有権者に電話調査 

固定電話429人（回答率59％） 

携帯電話646人（回答率41％） 

合計1075人が回答 

 

ＮＮＮ2022年10月2日 22:05 

【世論調査】安倍元総理の国葬実施「よかったと思わない」54% 

実施後も評価にあまり変化なし 

 

NNNと読売新聞が今月1日、2日に行った世論調査で、政府が、

安倍元総理大臣の国葬を実施したことをよかったと思うか、たず

ねたところ、よかったと「思わない」が54パーセントでよかっ

たと「思う」の41パーセントを上回りました。 

国葬実施前の 9 月に、政府が安倍元総理の国葬の実施を決めた

ことについてたずねたときは、「評価しない」が56パーセント、

「評価する」は38パーセントでした。 

国葬実施後も評価にあまり変化がないことがうかがえます。 

■NNN・読売新聞世論調査 

10月1日から2日 全国有権者に電話調査 

固定電話411人（回答率59％） 

携帯電話678人（回答率41％） 

合計1089人が回答 

 

内閣支持率 42.7% 政権発足後最低を更新 2 か月連続支持率が 5

割を切る【JNN世論調査】 

TBSテレビ2022年10月3日(月) 05:41 

安倍元総理の国葬について、実施することは「良くなかった」と

考える人が 54%と過半数であることが最新の JNN の世論調査

で分かりました。 

岸田内閣を支持できるという人は、先月の調査から5.4ポイント

低下し、42.7%でした。一方、支持できないという人は5.6ポイ

ント上昇し、53.9%でした。支持率が5割を切ったのは2か月連

続で、政権発足後、最低を更新しています。 

続いて、先週おこなわれた安倍元総理の国葬について。 

賛否が割れる中、国葬を実施したことについては「良くなかった」

が 54%と半数を超えました。一方、安倍元総理の政治家として

の実績については「評価する」が71%で、「評価しない」の29%

を大きく上回りました。 

続いて、新型コロナ対策について。 

今月11日から入国者数の上限を撤廃するなど、新型コロナの水

際対策が緩和されることについては「賛成」が65%、「反対」が

24%でした。一方、水際対策の緩和や全国旅行割などの観光支援

策の開始により新型コロナの感染が拡大することについては「心

配している」が62%でした。 

円安や資源高により物価の上昇が続いていますが、政府のこれま

での物価高対策について聞いたところ、「評価する」は18%、「評

価しない」が 72%でした。また、物価高による生活への影響に

ついては「苦しくなった」が 68%でした。内閣支持率の低下は

こうした物価高対策や国葬への対応、旧統一教会問題などが影響

したものとみられます。 

こうした中、今日から臨時国会が始まりますが、議論すべきテー

マについて聞いたところ「経済対策」が 42%、次いで「社会保

障」が13%、「少子高齢化対策」が10%で、野党が争点とする考

えの「旧統一教会問題」は8%でした。 

各党の支持率は以下の通りとなっています。 

【政党支持率】 

自民  34.4% （0.4↑） 立憲 5.8% （0.3↑） 

維新   6.2% （0.1↓） 公明 3.7% （0.7↓） 

国民   2.6% （1.2↑） 共産 2.8% （1.0↑） 

れいわ 1.2% （0.1↓） 社民 0.4% （0.2↓） 

N党    0.3% （0.3↓） 参政 0.9% （0.4↓） 

その他 0.4% （0.2↓） 支持なし 38.1% （0.9↑）  

 

安倍元総理の実績「評価する」71% 国葬実施「良くなかった」

54%【JNN世論調査】 

 

TBSテレビ2022年10月2日(日) 23:29 

先月27日に執り行われた安倍元総理の国葬について、実施した

ことは「良くなかった」と答えた人が54%と過半数となり、「良

かった」の 42%を上回ったことが最新の JNN の世論調査で分

かりました。 

【安倍元総理の国葬の実施】 

▼非常に良かった12% 

▼どちらかと言えば良かった30% 

▼どちらかと言えば良くなかった29% 

https://news.ntv.co.jp/category/politics/a2deafada78f45398c669c9ee5b0e93c/image?p=2
https://news.ntv.co.jp/category/politics/a2deafada78f45398c669c9ee5b0e93c/image?p=2
https://newsdig.tbs.co.jp/list/news/tbs
https://newsdig.tbs.co.jp/list/news/tbs
https://newsdig.tbs.co.jp/list/news/tbs
https://newsdig.tbs.co.jp/list/news/tbs
https://news.ntv.co.jp/category/politics/a2deafada78f45398c669c9ee5b0e93c/image?p=2
https://newsdig.tbs.co.jp/list/news/tbs
https://newsdig.tbs.co.jp/list/news/tbs
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▼非常に良くなかった25% 

一方、安倍元総理の政治家としての実績について聞いたところ

「評価する」が71%で、「評価しない」の29%を大きく上回りま

した。 

【安倍元総理の実績評価】 

▼非常に評価する20% 

▼ある程度評価する51% 

▼あまり評価しない20% 

▼全く評価しない9% 

【調査方法】固定・携帯電話による聞き取り（RDD方式） 

全国18歳以上の男女2410人〔固定1019人,携帯1391人〕 

有効回答1214人（50.4%）〔固定607人,携帯607人〕（59.6%）

（43.6%） 

 

「入国者数の上限撤廃」など水際対策の緩和 「賛成」65%【JNN

世論調査】 

 

TBSテレビ2022年10月2日(日) 23:41 

今月11日から入国者数の上限撤廃や個人旅行の解禁など新型コ

ロナの水際対策が緩和されることについて、▼賛成 65%、▼反

対24%であることが最新のJNNの世論調査で分かりました。 

また、現在実施されている観光支援策「県民割」を全国に拡大す

る「全国旅行割」や、スポーツや音楽などのチケット代を割り引

く「イベント割」も今月11日から始まりますが、これらの支援

策については、▼利用する47%、▼利用しない50%でした。 

こうした水際対策の緩和や観光支援策の拡充により、新型コロナ

の感染が拡大することについては、▼非常に心配している16%、

▼少し心配している46%、▼あまり心配していない30%、▼全

く心配していない7%でした。 

【調査方法】固定・携帯電話による聞き取り（RDD方式） 

全国18歳以上の男女2410人〔固定1019人,携帯1391人〕 

有効回答1214人（50.4%）〔固定607人,携帯607人〕（59.6%）

（43.6%） 

 

物価上昇「生活苦しくなった」68%【JNN世論調査】 

 

TBSテレビ2022年10月3日(月) 00:04 

円安や資源高の影響で物価の上昇が続く中、生活が苦しくなった

という人が 68%にのぼることが最新の JNN の世論調査で分か

りました。 

【物価上昇の生活への影響】 

▼生活が非常に苦しくなった18% 

▼生活が少し苦しくなった50% 

▼生活はあまり苦しくなっていない24% 

▼生活は全く苦しくなっていない7% 

また、政府は物価上昇などに対応するため、今月中に総合経済対

策を取りまとめる方針ですが、物価高に対するこれまでの政府の

対応について聞いたところ、▼評価する18%、▼評価しない72%

でした。 

【調査方法】固定・携帯電話による聞き取り（RDD方式） 

全国18歳以上の男女2410人〔固定1019人,携帯1391人〕 

有効回答1214人（50.4%）〔固定607人,携帯607人〕（59.6%）

（43.6%） 
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