
1 

 

2021年6月21日～19日 

世論調査（朝日、毎日、時事、ＡＮＮ） 

 

五輪「無観客で」53% 内閣支持34% 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル6/21(月) 5:00配信 

無観客の国立競技場で開かれた陸上のテ

スト大会で走る選手たち=2021年5月9日、東京都新宿区 

 朝日新聞社は 19、20 日に全国世論調査（電話）を実施した。

東京五輪・パラリンピックを今夏に開催する場合、「観客なしで

行うべきだ」53%が「観客数を制限して行うべきだ」42%を上回

った。菅内閣の支持率は 34%で、最低タイだった前回 5月の調

査（33%）とほぼ同じだった。不支持率は42%（前回5月は47%）。 

【グラフで見る世論】どうする東京五輪  観客の有無では男女

別で違いが出た。「観客なし」は女性57%、男性49%。「観客制

限」は、男性45%、女性39%だった。  五輪開催で新型コロナ

ウイルスの感染拡大に不安を「感じる」は 83%に上った。女性

87%、男性79%が「感じる」と回答した。支持政党別でも、自民

支持層の81%、立憲支持層の93%が「感じる」と回答した。  開

催が1カ月後に迫る中、東京五輪・パラリンピックをどうするの

がよいか3択で聞いた。「今夏に開催」が34%（5月は14%）、

「中止」32%（同43%）、「再延期」30%（同40%）と割れた。

5月調査に比べ、「今夏に開催」が大きく増えた。  開催意義に

ついて、菅義偉首相の「人々の努力と英知で難局を乗り越えてい

く」との発言に、「納得できない」54%、「納得できる」38%だっ

た。 

 

ワクチン打ったら外出「増やす」36% 朝日世論調査 

朝日新聞デジタル6/21(月) 5:00配信 

 19、20日に朝日新聞社が実施した全国世論調査（電話）で、

新型コロナウイルスのワクチン接種を済ませた後、旅行や会食な

どの外出を増やすか聞いた。「増やす」は 36%で、「自粛を続け

る」は55%だった。 

 年代別で違いが出た。外出を「増やす」が30代では48%、40

代は51%で、「増やす」が「自粛」を上回った。一方、50代以上

では、「自粛」が「増やす」を上回った。「自粛」は50代では47%、

60代で53%、70歳以上で74%だった。  ワクチン接種を済ま

せた後、マスクの着用について聞くと、「接種前と同じようにマ

スクを着用する」が82%で、「着用を減らす」は15%にとどまっ

た。  男女別では、女性の86%、男性の78%が「同じように着

用する」と回答した。年代別でみても、18～29歳で89%、60代

で84%、70歳以上で83%が着用すると答え、新型コロナへの警

戒の強さが見られた。 

 

朝日新聞世論調査―質問と回答〈6月19、20日〉 

朝日新聞デジタル2021年6月21日 5時00分 

（数字は%。小数点以下は四捨五入。◆は全員への質問。◇は枝

分かれ質問で該当する回答者の中での比率。〈 〉内の数字は全体

に対する比率。丸カッコ内の数字は、5月15、16日の調査結果） 

◆今の政治などについてうかがいます。あなたは、菅内閣を支持

しますか。支持しませんか。 

 支持する 34（33） 

 支持しない 42（47） 

 その他・答えない 24（20） 

◇（「支持する」と答えた人に）それはどうしてですか。（択一） 

 首相が菅さん 11〈4〉 

 自民党中心の内閣 24〈8〉 

 政策の面 12〈4〉 

 他よりよさそう 51〈17〉 

 その他・答えない 3〈1〉 

◇（「支持しない」と答えた人に）それはどうしてですか。（択一） 

 首相が菅さん 9〈4〉 

 自民党中心の内閣 19〈8〉 

 政策の面 56〈24〉 

 他のほうがよさそう 11〈5〉 

 その他・答えない 5〈1〉 

◆あなたは今、どの政党を支持していますか。政党名でお答えく

ださい。 

 自民党 31（30） 

 立憲民主党 6（7） 

 公明党 4（3） 

 共産党 3（2） 

 日本維新の会 2（2） 

 国民民主党 1（1） 

 社民党 0（0） 

 古い政党から国民を守る党 0（―） 

 希望の党 0（0） 

 れいわ新選組 0（0） 

 その他の政党 0（0） 

 支持する政党はない 45（47） 

 答えない・分からない 8（8） 

◆仮に今、衆議院選挙の投票をするとしたら、あなたは、比例区

ではどの政党に投票したいと思いますか。（択一） 

 自民党 35（35） 

 立憲民主党 14（17） 

 公明党 7（5） 

 共産党 5（5） 

 日本維新の会 7（9） 

 国民民主党 3（2） 

 社民党 1（1） 

 古い政党から国民を守る党 0（―） 

 希望の党 0（0） 

 れいわ新選組 2（1） 

 その他の政党 3（2） 

 答えない・分からない 23（22） 

◆あなたは、新型コロナウイルスを巡るこれまでの政府の対応を

評価しますか。評価しませんか。 

 評価する 32（23） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/febf63ec2862d5484dfe61bf7b974dbce27f5e79/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/febf63ec2862d5484dfe61bf7b974dbce27f5e79/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/febf63ec2862d5484dfe61bf7b974dbce27f5e79/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/febf63ec2862d5484dfe61bf7b974dbce27f5e79/images/000
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20210620002207.html?oai=ASP6N6DNCP6NUZPS004&ref=yahoo
https://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
https://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
https://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
https://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
https://www.asahi.com/topics/word/公明党.html
https://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
https://www.asahi.com/topics/word/日本維新の会.html
https://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
https://www.asahi.com/topics/word/社民党.html
https://www.asahi.com/topics/word/れいわ新選組.html
https://www.asahi.com/topics/word/衆議院.html
https://www.asahi.com/topics/word/比例区.html
https://www.asahi.com/topics/word/比例区.html
https://www.asahi.com/topics/word/自民党.html
https://www.asahi.com/topics/word/立憲民主党.html
https://www.asahi.com/topics/word/公明党.html
https://www.asahi.com/topics/word/共産党.html
https://www.asahi.com/topics/word/日本維新の会.html
https://www.asahi.com/topics/word/国民民主党.html
https://www.asahi.com/topics/word/社民党.html
https://www.asahi.com/topics/word/れいわ新選組.html
https://www.asahi.com/topics/word/新型肺炎.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/febf63ec2862d5484dfe61bf7b974dbce27f5e79/images/000


2 

 

 評価しない 55（67） 

 その他・答えない 13（10） 

◆政府は、東京都などに出していた緊急事態宣言を、沖縄県を除

き20日で解除します。あなたは、この解除のタイミングについ

て、どう思いますか。（択一） 

 早すぎる 51 

 適切だ 33 

 遅すぎる 10 

 その他・答えない 6 

◆あなたは、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する政府の

取り組みを、どの程度評価しますか。（択一） 

 大いに評価する 6（5） 

 ある程度評価する 54（42） 

 あまり評価しない 30（39） 

 まったく評価しない 8（13） 

 その他・答えない 2（1） 

◆あなたは、新型コロナウイルスの 2 度目のワクチン接種を済

ませた後、接種前と同じようにマスクを着用しますか。マスクの

着用を減らしますか。 

 同じようにマスクを着用する 82 

 マスクの着用を減らす 15 

 その他・答えない 3 

◆あなたは、新型コロナウイルスの 2 度目のワクチン接種を済

ませた後、接種前と同じように旅行や会食などの外出の自粛を続

けますか。旅行や会食などの外出を増やしますか。 

 同じように外出の自粛を続ける 55 

 外出を増やす 36 

 その他・答えない 9 

◆あなたは、東京オリンピック・パラリンピックをどのようにす

るのがよいと思いますか。（択一） 

 今年の夏に開催する 34（14） 

 再び延期する 30（40） 

 中止する 32（43） 

 その他・答えない 4（3） 

◆東京オリンピック・パラリンピックをこの夏に開く場合、あな

たは、観客なしで行うべきだと思いますか。観客数を制限して行

うべきだと思いますか。 

 観客なしで行うべきだ 53 

 観客数を制限して行うべきだ 42 

 その他・答えない 5 

◆東京オリンピック・パラリンピックをこの夏に開催することで、

あなたは、新型コロナウイルスの感染が拡大する不安を感じます

か。不安を感じませんか。 

 感じる 83 

 感じない 14 

 その他・答えない 3 

◆菅首相は東京オリンピック・パラリンピックの意義について、

「新型コロナという大きな困難に直面する今だからこそ、世界が

団結し、人々の努力と英知でこの難局を乗り越えていくことを発

信したい」と発言しました。あなたはこの発言に納得できますか。

納得できませんか。 

 納得できる 38 

 納得できない 54 

 その他・答えない 8 

◆コンビニやスーパーなどで、プラスチック製レジ袋を有料にす

ることが義務づけられてから、まもなく1年になります。あなた

は、レジ袋有料化で買い物に不便を感じますか。それほどでもあ

りませんか。 

 不便を感じる 20 

 それほどでもない 79 

 その他・答えない 1 

◆コンビニやファストフード店などのプラスチック製スプーン

やストローなどを有料化する法律が成立しました。あなたは、プ

ラスチック製スプーンなどの有料化に賛成ですか。反対ですか。 

 賛成 61 

 反対 31 

 その他・答えない 8 

     ◇ 

〈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、19、20

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1149世帯から607人（回答率53%）、携帯は有権者に

つながった1991件のうち862人（同43%）、計1469人の有効

回答を得た。 

 

ANN世論調査 「安全・安心な大会実現しない」67％ 

 東京オリンピック・パラリンピックについて、菅総理大臣が主

張する「安全・安心な大会」が実現すると思わないと考える人が

3分の2に上ることがANNの世論調査で分かりました。  調

査は19日、20日に行いました。  東京オリンピックについて、

「7 月に開くことで良い」と答えた人は 30％と先月から倍増し

ましたが、「さらに延期した方が良い」「中止した方が良い」と考

える人が合わせて65％でした。  また、観客については「入れ

ない」という意見が半数を占めました。  菅総理が主張する「安

全・安心な大会」については「実現すると思う」と答えた人は19％

にとどまり、「実現すると思わない」とした人が67％に上りまし

た。  一方、菅内閣の支持率は32.4％で、政権発足以来、最低

を更新しました。 

 

安全・安心な東京五輪 「できない」64％ 毎日新聞世論調査 

毎日新聞 2021/6/19 17:54（最終更新 6/19 19:56） 

西日を浴びる五輪マーク＝東京都新宿

区で、小川昌宏撮影 

 毎日新聞と社会調査研究センターは19日、全国世論調査を実

施した。東京オリンピック・パラリンピックに関して、政府が国

内の観客を入れて開催する検討をしていることについて「妥当だ」

との回答は22％にとどまった。「国内の観客も入れずに無観客で

開催すべきだ」は31％に上った。5月22日の前回調査で「無観
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客で開催すべきだ」は 13％だった。「中止すべきだ」は 30％で

前回（40％）より 10 ポイント減少し、「再び延期すべきだ」は

12％で前回（23％）より 11ポイント下がった。「中止」と「再

延期」を合わせて 4割超となった。「わからない」は5％（前回

3％）だった。 

 菅義偉首相は東京五輪について「安全・安心な大会を実現する」

と繰り返している。安全、安心な形で開催できると思うかとの問

いでは、「できると思う」は 20％にとどまり、「できるとは思わ

ない」は64％に上った。 

 政府は東京五輪を予定通り開催する方針を崩していない。政府

の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」の尾身茂会長ら専門

家有志は 18 日、五輪について、無観客での開催が「望ましい」

と推奨する提言を公表した。世論も五輪に伴う感染拡大への不安

は強く、開催を前提にしつつ、無観客を求める意見が増えている

ことがうかがえる。 

 政府が新型コロナの感染拡大に伴い、10 都道府県に発令して

いる緊急事態宣言を沖縄以外で解除することについて、「妥当だ」

は40％で、「解除を急ぎすぎだ」の54％を下回った。「沖縄も解

除すべきだ」は5％だった。沖縄以外の9都道府県のうち、東京、

大阪など7都道府県は21日から、まん延防止等重点措置に移行

するが、政府の対応を疑問視する意見も根強い。 

 菅内閣の支持率は 34％で、政権発足以降で最低となった前回

の 31％から 3 ポイント増加した。不支持率は 55％で、前回の

59％から4ポイント減少した。 

 菅政権の新型コロナ対策については、「評価する」が 21％で、

前回（13％）より増えたが、依然として評価は低い。「評価しな

い」は60％で、前回（69％）より減った。「どちらとも言えない」

は18％（前回17％）だった。 

 政党支持率は、自民党 30％（前回 29％）▽立憲民主党 10％

（同10％）▽日本維新の会6％（同6％）▽共産党6％（同5％）

▽公明党 4％（同 4％）▽れいわ新選組 2％（同 2％）▽国民民

主党1％（同1％）――など。「支持政党はない」と答えた無党派

層は40％（同41％）だった。 

 調査は、携帯電話のショートメッセージサービス（SMS）機能

を使う方式と、固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を

組み合わせ、携帯766件・固定351件の有効回答を得た。【伊藤

奈々恵】 

 

五輪「無観客開催を」31％ 「安全・安心にできず」64％ 毎

日新聞世論調査 

毎日新聞 2021/6/20 東京朝刊 

 

 毎日新聞と社会調査研究センターは19日、全国世論調査を実

施した。東京オリンピック・パラリンピックに関して、政府が国

内の観客を入れて開催する検討をしていることについて「妥当だ」

との回答は22％にとどまった。「国内の観客も入れずに無観客で

開催すべきだ」は31％に上った。5月22日の前回調査で「無観

客で開催すべきだ」は 13％だった。「中止すべきだ」は 30％で

前回（40％）より 10 ポイント減少し、「再び延期すべきだ」は

12％で前回（23％）より 11ポイント下がった。「中止」と「再

延期」を合わせて 4割超となった。「わからない」は5％（前回

3％）だった。（2面に関連記事と「質問と回答」） 

 菅義偉首相は東京五輪について「安全・安心な大会を実現する」

と繰り返している。安全、安心な形で開催できると思うかとの問

いでは、「できると思う」は 20％にとどまり、「できるとは思わ

ない」は64％に上った。 

残り734文字（全文1127文字） 

 

自民23%、立憲12% 接種「順調でない」52％ 感染「再び拡

大する」53％ 毎日新聞世論調査 

毎日新聞 2021/6/20 東京朝刊 

 

 毎日新聞と社会調査研究センターが19日に実施した全国世論

調査では、新型コロナウイルスのワクチンの接種状況についても

聞いた。日本の接種が順調に進んでいると思うかとの問いでは、

「思わない」が52％に上り、「思う」は27％にとどまった。「ど

ちらとも言えない」は 21％だった。4 月 18 日の前々回調査で

は、日本の接種の進め方が「遅いと思う」が75％、「遅いとは思

わない」は17％、「どちらとも言えない」は8％だった。 

 自分が接種を受けられる状況になったら、「すぐに接種を受け

る」と答えた人は 57％だった。5月 22日の前回調査では 63％

に上っていた。65 歳以上の高齢者への接種が全国で実施され、

企業などでの職域接種が一部で始まっており、「すでに接種を受

けた」は 12％（前回 3％）に増加した。「急がずに様子を見る」

は24％で前回の28％より減少し、「接種は受けない」は4％（同

6％）、「わからない」は1％（同1％）だった… 

残り3182文字（全文3586文字） 

 

内閣支持横ばい３３％ ワクチン「遅い」６９％―時事世論調査 

時事通信2021年06月18日17時02分 

 時事通信が１１～１４日に実施した６月の世論調査で、菅内閣

の支持率は前月比０．９ポイント増の３３．１％と横ばいだった。

不支持率は０．４ポイント減の４４．２％だった。不支持が支持

https://mainichi.jp/%E8%87%AA%E6%B0%9123%25%E3%80%81%E7%AB%8B%E6%86%B212%25/
https://mainichi.jp/%E8%87%AA%E6%B0%9123%25%E3%80%81%E7%AB%8B%E6%86%B212%25/
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を上回るのは６カ月連続。 

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大をめぐる政府対応について、「評

価しない」は前月比９．５ポイント減の５５．１％で、「評価す

る」は同５．６ポイント増の２３．２％。「どちらとも言えない・

分からない」は２１．７％だった。 

 菅義偉首相が感染対策の「切り札」とするワクチン接種につい

ては、「遅い」が６９．４％で、「順調だ」の２０．０％を大きく

上回った。「どちらとも言えない・分からない」は１０．５％だ

った。 

 内閣を支持する理由（複数回答）は、「他に適当な人がいない」

が最多の１３．７％で、「首相を信頼する」８．３％、「印象が良

い」５．９％と続く。支持しない理由（同）は、「期待が持てな

い」２３．６％、「リーダーシップがない」２２．７％、「首相を

信頼できない」１６．９％だった。 

 政党支持率は自民党が２２．８％、公明党３．７％。立憲民主

党２．９％、共産党１．７％、日本維新の会１．２％、国民民主

党０．５％、社民党とれいわ新選組がともに０．２％、古い政党

から国民を守る党（古い党）が０．１％。「支持政党なし」は６

３．２％。 

 調査は全国の１８歳以上の男女２０００人を対象に個別面接

方式で実施。有効回収率は６４．１％。  

 

緊急事態条項「賛成」５割 時事世論調査 

時事通信2021年06月18日17時52分 

菅義偉首相の会見の様子を映すＪＲ新宿

駅前の街頭ビジョン＝２月２日、東京都新宿区 

 時事通信の６月の世論調査で、憲法を改正して「緊急事態条項」

を設けることについて聞いたところ、「賛成」が５３．７％だっ

た。「反対」は２０．７％、「どちらとも言えない・分からない」

は２５．７％だった。 

 緊急事態条項は、緊急時に政府の権限を強化するもので、自民

党は憲法改正４項目の一つに掲げている。同党支持層では「賛成」

は６７．８％、「反対」は１２．３％。 

 調査は１１～１４日、全国の１８歳以上の男女２０００人を対

象に個別面接方式で実施し、有効回収率は６４．１％。 

 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061800828&g=pol&p=20210618ax12S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061800828&g=pol&p=20210618ax14S&rel=pv
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021061800833&g=pol&p=20210618ds76&rel=pv

