
 

 

2021年 6月 8日 

ＪＮＮ世論調査 

 

ＪＮＮ世論調査で五輪「開催」４４％、「中止」３割、「延期」

２割超 

JNN2021年 6月 7日 1時 36分 

 東京オリンピック・パラリンピックについてＪＮＮの世論

調査で尋ねたところ、「開催すべき」と答えた人が４４％に達

する一方、「中止すべき」「延期すべき」もそれぞれ３１％、２

４％と回答が割れました。 

 菅内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より１．０

ポイント下落し３９．０％と、政権発足後最低を更新しました。

支持できないという人は１．３ポイント増え５８．３％でした。 

 新型コロナウイルスの感染防止に向けた政府のこれまでの

取り組みについて聞いたところ、「評価する」は３４％、「評価

しない」は５７％でした。政府が９都道府県への緊急事態宣言

を今月２０日まで延長したことについて、「適切だ」と答えた

人が４２％でしたが、「短すぎる」も３３％でした。また、酒

類を提供する店舗への休業要請については「妥当だと思う」が

５８％、「妥当だとは思わない」が３６％でした。 

 ワクチン接種について聞いたところ、「接種したい」と「も

う接種した」が合わせて７８％に達しました。どこで打ちたい

か尋ねたところ、もっとも多かったのは「かかりつけ医などの

医療機関」の４８％で、いわゆる”職域接種”を希望する人は２

０％でした。 

 政府が目指す、希望するすべての高齢者への７月末までの

接種については、「できると思う」と答えた人が先月より３ポ

イント増えたものの２３％にとどまっています。 

 今年夏に予定される東京オリンピック・パラリンピックに

ついてどうすべきか聞いたところ、「開催すべきだ」が合わせ

て４４％に達しました。一方で、「中止すべきだ」が３１％だ

ったほか、２４％の人が「延期すべきだ」と回答しています。 

 ＬＧＢＴ＝性的少数者などに対する理解増進に向けた法案

については、この国会で「成立させるべきだ」が５７％、「成

立させる必要はない」は２４％でした。 

 

ＪＮＮ世論調査詳報 

※6月 5、6日調査。％のあとの数字は前回 5月 8、9日の調

査との比較（ポイント＝pt）。報道は 6月 7日 1時 36分 

内閣・政党支持率 

 菅内閣を支持しますか？ 

 菅内閣についてどう思いますか？ 

次の 4つの中から 1つだけ選んでください 

   非常に支持できる 2.3％ －0.5pt 

   ある程度支持できる 36.6 －0.6 

   あまり支持できない 40.2 －1.6 

   まったく支持できない 18.2 ＋3.0 

   答えない・わからない 2.7 －0.3 

 支持する理由は？ 

  「支持できる」とした理由を次の 5つの中から 1つだけ

選んでください。 

   菅総理に期待できる 8.8 －0.8 

   閣僚の顔ぶれがよい 7.2 －0.6 

   政策に期待できる 12.5 ＋2.7 

   自民党を中心とした内閣だから 29.2 －1.1 

   特に理由はない 40.4 ＋0.5 

   答えない・わからない 2.0 －0.6 

 不支持の理由は？ 

 「支持できない」とした理由を次の 5つの中から 1つだ

け選んでください。 

   菅総理に期待できない 26.4 ＋1.5 

   閣僚の顔ぶれがよくない 7.2 －1.3 

   政策に期待できない 36.6 －3.7 

   自民党を中心とした内閣だから 18.6 ＋3.6 

   特に理由はない 8.1 －1.9 

   答えない・わからない 3.0 ＋1.8 

 どの政党を支持しますか？ 

  あなたは現在、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 34.3 －2.9 

   立憲民主党 5.8 －0.2 

   公明党 3.5 －0.3 

   共産党 2.3 ＋0.1 

   日本維新の会 2.7 ＋0.7 

   国民民主党 0.5 －0.6 

   社民党 0.2 ＋0.2 

   れいわ新選組 0.7 ＋0.6 

   古い政党から国民を守る党 0.2 ＋0.1 

   その他の政党 0.3 ＋0.1 

   支持政党はない 43.9 ＋1.5 

   答えない・わからない 5.5 ＋1.2 

新型コロナウイルスについて 

 政府の対応を評価する？ 

  新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大しています。 

あなたは感染防止に向けた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 34 ＋7 

   評価しない 57 －6 

   答えない・わからない 9 －1 

 緊急事態宣言の延長期間の長さについて？ 

  政府は 9 都道府県への緊急事態宣言を今月 20 日まで延

長しました。 

  あなたはこの延長期間の長さについてどう評価します

か？次の 3つのなかから 1つ選んでください。 

   長すぎる 19％ 

   適切だ 42 

   短すぎる 33 

答えない・わからない 6 



 

 

 酒類提供禁止について？ 

  緊急事態宣言が出されている地域などで酒類を提供する

店舗に営業自粛が要請されていますがあなたは妥当だと

思いますか？思いませんか？ 

    妥当だと思う 58 

    妥当だと思わない 36 

    答えない・わからない ７ 

ワクチンを接種したい？ 

新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まっています。 

あなたはワクチンを接種したいですか？接種したくない

ですか？それとももう接種を受けましたか？ 

  接種したい 63％ 

   接種したくない 18 

   もう接種した 15 

    答えない・わからない 5 

 どこでワクチンを打つ？ 

   （前問で「接種したい」「もう接種した」と回答した方

に） 

    あなたはどこでワクチン接種を受けたいですか？

（受けました？）次の 5つの中から 1つ選んでくだ

さい。 

    かかりつけ医などの医療機関 48％ 

    地元自治体の接種会場 23 

    国や都道府県などが用意した大規模接種会場 5 

    職場やその近辺 20 

    それ以外 3 

    答えない・わからない 2 

ワクチンスケジュールについて？ 

あなたは、希望するすべてのこうれいしゃへのワクチ

ン接種について 7 月末までに終えることができると思い

ますか？思いませんか？ 

   できると思う 23 ＋3 

   できると思わない 71 －2 

   答えない・わからない 6 －2 

東京五輪について？ 

 五輪はどうすべき？ 

  あなたは、今年夏に予定される東京オリンピック・パラリ

ンピックについてどうすべきだと思いますか？次の 5 つ

の中から 1つ選んでください。 

   通常通り開催すべきだ 3 ＋1 

観客数を制限して開催すべきだ 18 ＋5 

無観客で開催すべきだ 23 ＋3 

延期すべきだ 24 －4 

中止すべきだ 31 －6 

   答えない・わからない 2 ±0 

LGBT法案について？ 

 今国会で成立させるべき？ 

あなたは、LGBT など性的少数者に対する理解増進に向

けた法案について、この国会で成立させるべきだと思い

ますか？その必要はないと思いますか？ 

   成立させるべき 57 

   成立させる必要はない 24 

   答えない・わからない 20 

ポスト菅について？ 

 次の自民党総裁に相応しいのは？ 

  菅総理の自民党総裁としての任期は今年 9月までです。 

あなたは次の自民党総裁に誰が相応しいと思いますか？

次の 9人の中から 1人だけあげてください。 

   安倍晋三 12 ＋1 

石破茂 17 ＋1 

   加藤勝信 1 －1   

   岸田文雄 5 ＋1 

   小泉進次郎 12 ±0 

   河野太郎 19 －3 

   菅義偉 7 －1 

   野田聖子 2 ±0 

   茂木敏充 1 ±0 

それ以外 0 ±0 

答えない・わからない 24 ＋2 

【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 2310（固定 1003、携帯 1307） 

 有効回答 1233（53.4％）、固定 611（60.9％）・携帯 622

（47.6％） 


