
◆世論調査インデックス　（２０２０年８月－２０２０年１２月発表分）
〈無作為抽出によるサンプル数５００以上の調査〉

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2020/9/4 次の首相ふさわしいのは　菅氏38% 石破氏25% 岸田氏5% 本社世論調査 9/2 9/3 全国 有権者 RDD 固定電話 1,028 534 52

安倍政権を「評価」　71% 携帯電話 1,096 596 54

コロナを巡る指導力評価二分　本社世論調査

9/18 菅内閣支持65% 顔ぶれ継承 評価58% 本社世論調査 9/16 9/17 全国 有権者 RDD 固定電話 840 450 54

森友・加計・桜「解明を」54% 携帯電話 1,568 816 52

衆院比例区 投票先は 自民48% 立憲12% 本社世論調査

9/29 大阪都構想 市民世論調査 賛成42% 反対37% 本社など 9/26 9/27 大阪市 有権者 RDD 固定電話 1,613 935 58

10/19 学術会議問題「説明不十分」63% 内閣支持低下53% 本社世論調査 10/17 10/18 全国 有権者 RDD 固定電話 1,085 571 53

「GO TO」評価割れる　五輪「来夏開催」41%に増 本社世論調査 携帯電話 1,860 887 48

10/27 賛否は伯仲　本社世論調査 10/24 10/25 大阪市 有権者 RDD 固定電話 1,747 974 56

11/17 Go Toトラベル延長「反対」51%、「賛成」37% 本社世論調査 11/14 11/15 全国 有権者 RDD 携帯電話 1,994 924 46

核禁条約参加を59% 不参加を大きく上回る 固定電話 1,212 623 51

NHKの受信料「高い」63% 本社世論調査　40代では77%

12/21 内閣支持 急落39% GOTO停止「遅すぎた」79% 本社世論調査 12/19 12/20 全国 有権者 RDD 携帯電話 1,973 882 45

12/22 安倍前首相説明「公開で」70% 本社世論調査「桜」夕食会問題巡り 固定電話 1,203 639 53

12/30 知事を評価 54% 政府を評価 37% コロナ対応をどうみる 本社世論調査 11/11 12/21 全国 有権者 層化無作為2段 郵送 3,000 2,126 71

コロナ対応 評価する政治家は 1位 吉村大阪府知事

 2位 小池東京都知事 本社世論調査 コロナ拡大後 生活苦「感じる」51%

2020/10/14 郵送全国世論調査（20年10月）　新聞週間　新聞「必要な情報提供」7割 9/1 10/7 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 2,222 74

10/27 　　　　　　　　　　　　      読書週間　コロナ禍　図書館「開館を」47%

11/24 読売・早大共同世論調査（20年11月）　菅首相「誠実さ」評価74% 10/15 11/17 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 1,953 65

8/10 電話全国世論調査（20年8月）　内閣支持37%、不支持54% 8/7 8/9 全国 有権者 RDD 電話 固定881/
携帯1,150

固定
533/携
帯550

固定
60/携
帯48

9/7 電話全国世論調査（20年9月）　「次の首相」菅氏46% 9/4 9/6 全国 有権者 RDD 電話 固定888/
携帯1,204

固定
535/携
帯543

固定
60/携
帯45

9/21 電話全国世論調査（20年9月）　菅内閣支持74% 9/19 9/20 全国 有権者 RDD 電話 固定921/
携帯1,138

固定
552/携
帯523

固定
60/携
帯46

10/19 電話全国世論調査（20年10月）　菅内閣支持67%、7ポイント減 10/16 10/18 全国 有権者 RDD 電話 固定866/
携帯1,161

固定
524/携
帯527

固定
61/携
帯45

11/10 電話全国世論調査（20年11月）　温室ガス「ゼロ」評価76% 11/6 11/8 全国 有権者 RDD 電話 固定943/
携帯1,201

固定
532/携
帯548

固定
56/携
帯46

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2020/12/7 電話全国世論調査（20年12月）　内閣支持8ポイント減61% 12/4 12/6 全国 有権者 RDD 電話 固定917/
携帯1,194

固定
536/携
帯538

固定
58/携
帯45

調査期間

朝日新聞社・本紙

読売新聞社・本紙

調査期間

読売新聞社・本紙



12/28 電話全国世論調査（20年12月）　菅内閣支持急落45% 12/26 12/27 全国 有権者 RDD 電話 固定862/
携帯1,176

固定
532/携
帯543

固定
62/携
帯46

12/18 日米共同世論調査（20年12月）　「米新政権 国際協調を」77% 11/20 11/22 全国 有権者 RDD 電話 固定
1,101/携
帯1,473

固定
515/携
帯520

固定
47/携
帯35

2021/8/23 医療体制「不安」６２％　内閣支持横ばい３４％ 8/22 8/22 全国 有権者 RDS スマホSMS 735

固定オー
トコール

307

9/10 「あなたが投票できるなら」菅氏４４％、石破氏３６％ 9/8 9/8 全国 有権者 RDS スマホSMS 730

固定オー
トコール

301

9/18 菅内閣支持６４％　政策に期待３５％ 9/17 9/17 全国 有権者 RDS スマホSMS 711

固定オー
トコール

314

11/8 内閣支持率７ポイント減５７％　「任命拒否は問題」３７％ 11/7 11/7 全国 有権者 RDS スマホSMS 726

固定オー
トコール

314

12/13 内閣支持急落４０％　コロナ対策「評価」１４％ 12/12 12/12 全国 有権者 RDS スマホSMS 714

固定オー
トコール

351

2020/8/31 「ポスト安倍 石破氏首位　首相実績「評価」74%」「解散 年内・来秋で拮抗
　自公政権維持6割期待　立民・国民合流「評価する」3割」
「長期政権 次も期待　「4年かそれ以上」56%」
「ポスト安倍に望む資質　「人気」より「指導力」」
「コロナ対策「継続を」44%　憲法改正は13%と低く」

8/29 8/30 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 1,611 778 48.3 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

9/18 「菅内閣支持率74%　発足時3番目の高さ 「人柄信頼」最多46%」
「デジタル庁賛成78%　菅内閣の優先課題「コロナ」58%　景気回復も4割」
「菅首相　望ましい在任期間　「来秋まで」と「4年以上」拮抗」
「立民の枝野代表「期待する」44%」

9/16 9/17 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,116 1,007 47.6 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

10/26 「内閣支持11ポイント減63%　学術会議「説明不十分」7割」
「組織改革「賛成」62%」
「改革期待「再生エネ」最多　菅政権巡り本社世論調査
　仕事ぶり「評価」52%」
「コロナ対策、過半が「評価」GoTo「妥当」4割に上昇」

10/23 10/25 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,210 968 43.8 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2020/11/30 「内閣支持率58%に低下　コロナ対応「評価せず」48%」
「コロナ・経済「両立を」57%　GoTo停止「妥当」61%」
「緊急事態宣言「慎重に」57%」「不支持最多は「指導力ない」」
「日米関係見通し「変わらぬ」66%　バイデン氏当確で」
「安倍氏の「桜を見る会」前夜祭　説明「納得できず」75%」

11/27 11/29 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,200 993 45.1 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

12/28 「内閣支持率42%に急落　不支持が逆転」
「「政治とカネ」政権に逆風　安倍氏「桜」前夜祭
　吉川氏現金受領疑い　「納得できず」7割以上」
「再宣言「速やかに」48%　緊急事態「慎重に」上回る」
「GoTo停止「妥当」67%　全国できょうから「不十分」22%」

12/25 12/27 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 1,968 933 47.4 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

日本経済新聞社・本紙

日本経済新聞社・本紙

毎日新聞社・本紙

調査期間



2020/8/1 ７月の時事世論調査 7/10 7/13 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,229 61.5

内閣支持率（35％）

　 政党支持率（自民26%、立憲民主3%、公明3%、日本維新2%、共産1%、支持なし61%)

時事世論景気指数は比較可能な3月（17）から31ポイント減の-14

8/11 健康とスポーツに関する世論調査

eスポーツ「普及」半数近く ＝「部活動には不向き」も減少＝

8/21 運転免許に関する世論調査

70歳以上の４人に１人、運転に自信 ＝免許返納は年齢で決めないで＝

9/1 ８月の時事世論調査 8/7 8/10 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 1,977 1,260 63.7 コロナ禍のため沖縄県
は除外

内閣支持率（33％）

　 政党支持率（自民24%、立憲民主4%、公明3%、共産2%、日本維新2%、支持なし62%)

時事世論景気指数は前月の-14からさらに11ポイント悪化して-25

9/1 新型コロナウイルスの経済対策に関する世論調査

「給付金申し込んだ」99.1％ ＝まだ振り込みがないのは1.1％＝

9/11 映画に関する世論調査

「ネットで映画」30％に ＝レンタル店利用しない人は微増＝

9/21 飲酒に関する世論調査

「ビール・発泡酒」が６割 ＝日ごろから飲酒する人は変わらず＝

10/1 ９月の時事世論調査 9/11 9/14 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,259 63.0

内閣支持率（46％） 安倍内閣最後の支持率

　 政党支持率（自民27%、公明3%、立憲民主3%、共産2%、日本維新2%、支持なし60%)

時事世論景気指数は21となり前月から46ポイント改善

10/11 新聞に関する世論調査

「購読」横ばいで62.5% ＝ニュースアプリ利用６割に迫る＝

10/21 夏休みに関する世論調査

「取った」が8.0ポイント減 ＝学校の休み短縮は約９割が正しい＝

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2020/11/1 １０月の時事世論調査 10/9 10/12 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,250 62.5

内閣支持率（51％） 菅内閣最初の支持率

　 政党支持率（自民26%、立憲民主4%、公明3%、共産2%、日本維新1%、支持なし59%) 解党・合流後の「立憲民
主党」

時事世論景気指数は24ポイント増加して45

11/11 気象に関する世論調査

「温暖化で災害増える」95.7％ ＝防災アプリ・ネット利用も拡大＝

11/21 地域社会に関する世論調査

地域に愛着、８割以上 ＝「人口減少感じる」1.1ポイント減＝

12/1 １１月の時事世論調査 11/6 11/9 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,268 63.4

内閣支持率（48％）

　 政党支持率（自民26%、立憲民主4%、公明3%、日本維新2%、共産2%、支持なし61%)

時事世論景気指数は前月45から59へ増加

12/11 料理に関する世論調査

レシピサイト参考が増加 ＝６割が正月は毎年おせち食べる＝

12/21 テレビに関する世論調査

調査期間

時事通信社（中央調査社実施）「時事世論特報」「中央調査報」

時事通信社（中央調査社実施）「時事世論特報」「中央調査報」



平日、休日とも「180分以上」 ＝若者の10人に1人以上「見ていない」＝

2020/8/24 内閣支持36%、最低水準　臨時国会「早期召集」70%
　石破氏、首相が拮抗　ポスト安倍、自民支持層

8/22 8/23 全国 有権者 RDD 電話 固定710
携帯1,361

固定505
携帯511

8/31 次の首相、石破氏１位34%　菅氏14%、河野氏は13%
　無党派層も過半数が評価　安倍内閣の７年８カ月

8/29 8/30 全国 有権者 RDD 電話 固定716
携帯1,355

固定528
携帯522

9/7 「大阪都構想住民投票　情勢調査」
都構想賛成49%、反対39%　コロナ禍現状なら実施48%
　公明支持層、57%反対　自民は賛否拮抗

9/4 9/6 大阪市 有権者 RDD 電話 固定1,458 固定
1,061

9/10 次期首相、菅氏50%　アベノミクス見直し58%
　自民支持層も見直し半数　新首相のアベノミクス継承

9/8 9/9 全国 有権者 RDD 電話 固定707
携帯1,370

固定525
携帯530

9/18 菅内閣支持66%　森友再調査62%が要求
　立民、支持伸び悩み　合流効果見えず

9/16 9/17 全国 有権者 RDD 電話 固定688
携帯1,277

固定501
携帯502

10/19 学術会議、説明不十分72%　野党「不十分」90%超
　コロナ対応、評価上回る　「Ｇｏ Ｔｏ」に期待か

10/17 10/18 全国 有権者 RDD 電話 固定731
携帯1,239

固定505
携帯506

10/26 「大阪都構想住民投票　情勢調査」
大阪都構想の賛否拮抗　９月から反対10㌽差詰め寄る
　公明支持層、反対５割超　終盤戦へ、勢いづく反対派

10/23 10/25 大阪市 有権者 RDD 電話 固定1,446 固定
1,043

11/16 コロナ感染急増に不安84%　Ｇｏ Ｔｏ延長50%が反対
　学術会議任命拒否　撤回不要、自民66%

11/14 11/15 全国 有権者 RDD 電話 固定720
携帯1,282

固定508
携帯506

12/07 菅内閣支持12㌽急落50%に　コロナ対応評価せず55%
　安倍氏招致60%が要求　「桜」真相求める声拡大

12/5 12/6 全国 有権者 RDD 電話 固定722
携帯1,248

固定524
携帯519

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2020/8/1 外国人増加への期待と不安
～「外国人との共生社会に関する世論調査」から～

3/13 3/15 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,792
固定1,251
携帯1,541

1,572
固定787
携帯785

56.3
62.9
50.9

8/12 内閣支持34％、不支持47％、そのほか（新型コロナウイルスをめぐる
政府対応の評価、再び緊急事態宣言出すべきか、GoToトラベルを
どうすべきか、夏に旅行や帰省をするか、など ）

8/8 8/10 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,153 1,286
固定643
携帯643

59.7
66.2
54.4

9/24 内閣支持62％、不支持13％、そのほか（菅内閣は安倍内閣を引き継ぐ
べきか、菅内閣に最も期待すること、安倍内閣で最も評価する実績、
新型コロナウイルスをめぐる政府対応の評価、など）

9/21 9/22 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,214 1,270
固定633
携帯637

57.4
63.4
52.4

10/13 内閣支持55％、不支持20％、そのほか（新型コロナウイルスをめぐる
政府対応の評価、全世界の入国制限緩和のタイミング、行政手続きで
押印廃止の評価、学術会議についての説明、など）

10/9 10/11 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,236 1,284
固定647
携帯637

57.4
64.4
51.7

11/10 内閣支持56％、不支持19％、そのほか（新型コロナウイルスをめぐる
政府対応の評価、GｏToトラベル延長の賛否、2050年温室効果ガス
ゼロ表明の評価、など）

11/6 11/8 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,075 1,195
固定586
携帯609

57.6
62.7
53.4

12/15 内閣支持42％、不支持36％、そのほか（新型コロナウイルスをめぐる
政府対応の評価、Go Toトラベル継続か停止か、ワクチンを接種したいか、
東京五輪・パラリンピックは開催すべきか、など）

12/11 12/13 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,164 1,249
固定637
携帯612

57.7
64.4
52.1

2020/12/18 民事裁判ＩＴ化に関する世論調査 9/17 11/1 全国 18歳以上の日
本国籍を有す

る者

層化２段無作為 郵送 3,000 1,967 65.6
内閣府大臣官房政府広報室

調査期間

ＮＨＫ・「放送研究と調査」「選挙ＷＥＢ」

共同通信社




