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2021年6月21日 

世論調査（ＡＮＮ、産経・ＦＮＮ） 

 

ANN世論調査 「安全・安心な大会実現しない」67％ 

ＡＮＮ2021/06/21 06:10 

 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。 

 

ＡＮＮ・POLL 世論調査 詳報  

2021年6月調査 【調査日】 2021年6月19・20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 1763 人 

【有効回答率】 58.8%  

内閣支持率  

あなたは、菅義偉連立内閣を支持しますか、支持しませんか？ 

支持する 32.4%前回比-3.2 

支持しない 42.7%前回比-3.2 

わからない、答えない 24.9%前回比+6.4 

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。 

菅総理の人柄が信頼できるから 20.7% 

支持する政党の内閣だから 23.6% 

政策に期待が持てるから 5.2% 

大臣の顔ぶれが良いから 2.3% 

他の内閣より良さそうだから 34.2% 

その他 10.7% 

わからない、答えない 3.3% 

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。 

菅総理の人柄が信頼できないから 16.7% 

支持する政党の内閣でないから 6.5% 

政策に期待が持てないから 50.9% 

大臣の顔ぶれが良くないから 11.3% 

他の内閣の方が良さそうだから 1.4% 

その他 8.9% 

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 41.8% -3.1 

立憲民主党 8.4% -3.8 

公明党 3.3% 0.7 

日本維新の会 3.0% 0.2 

共産党 3.6% -0.1 

国民民主党 1.5% 0.5 

社民党 0.4% -0.2 

れいわ新選組 1.0% 0.8 

古い政党から国民を守

る党 
0% -0.5 

その他 1.0% -0.2 

支持なし、わからない、

答えない 
36.0% 5.7 

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？ 

評価する 33% 

評価しない 51% 

わからない、答えない 16% 

まん延防止措置への移行 

菅内閣は、10 都道府県に出していた 20 日までの緊急事態宣

言を、沖縄県を除いて解除したうえで、東京、大阪など7都道府

県は、まん延防止等重点措置に切り替えました。あなたは、この

決定を支持しますか、支持しませんか？ 

支持する 44% 

支持しない 42% 

わからない、答えない 14% 

酒類の提供 

菅内閣は、まん延防止等重点措置に切り替えた東京、大阪など

7 都道府県では、感染防止の対策を行っている飲食店に限って、

お酒の提供を午後7時まで認めることを決めました。あなたは、

この決定について、どのように思いますか？次の 3 つから 1 つ

を選んで下さい。 

妥当な決定だ 34% 
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お酒の提供時間に制限は必要ない 28% 

お酒の提供は認めない方が良い 31% 

わからない、答えない 7% 

ワクチン接種意向 

あなたは、新型コロナウイルスのワクチン接種を、どのように

お考えですか？次の4つから1つを選んで下さい。 

すでに接種した 30% 

すぐに受けたい 35% 

受けた人たちの様子をみたうえで考える 23% 

受けたくない 10% 

わからない、答えない 2% 

ワクチン接種の進捗 

あなたは、日本のワクチン接種の進み具合について、うまくい

っていると思いますか、うまくいっていないと思いますか？ 

うまくいっている 30% 

うまくいっていない 57% 

わからない、答えない 13% 

東京五輪の開催 

あなたは、7 月から開かれる東京オリンピック･パラリンピッ

クの開催について、どのようにお考えですか？次の 3 つから 1

つを選んで下さい。 

7月に開くことで良い 30% 

さらに延期した方が良い 28% 

中止した方が良い 37% 

わからない、答えない 5% 

東京五輪の観客 

東京オリンピック･パラリンピックは、会場を観客で満席にせ

ず、人数を制限して行う見込みです。あなたは、観客について、

どのようにお考えですか？次の3つから1つを選んで下さい。 

人数を制限する必要はない 5% 

人数を制限することで良い 41% 

観客は入れない 50% 

わからない、答えない 4% 

五輪関連イベントの開催 

大会が開かれた場合、大勢が集まって競技を一緒に見るなどの

イベントが予定されています。あなたは、このまま進めて良いと

思いますか、止めた方が良いと思いますか？ 

進めて良い 16% 

止めた方が良い 76% 

わからない、答えない 8% 

安全・安心な五輪の実現 

菅総理は、東京オリンピック･パラリンピックについて、｢安全･

安心な大会の実現｣を主張しています。あなたは、そのとおり実

現すると思いますか、思いませんか？ 

思う 19% 

思わない 67% 

わからない、答えない 14% 

次の自民党総裁 

菅総理の自民党総裁としての任期は9月までです。あなたは、

次の自民党総裁には、誰が良いとお考えですか？次の10人から

1人を選んで下さい。 

安倍晋三（あべしんぞう） 10% 

石破 茂（いしばしげる） 17% 

加藤勝信（かとうかつのぶ） 2% 

岸田文雄（きしだふみお） 4% 

小泉進次郎（こいずみしんじろう） 11% 

河野太郎（こうのたろう） 18% 

菅 義偉（すがよしひで） 7% 

野田聖子（のだせいこ） 1% 

茂木敏充（もてぎとしみつ） 1% 

その他の議員 0% 

わからない、答えない 29% 

 

国民の約3分の1が東京五輪開催を支持 最新世論調査 

時事ＡＦＰ6/21(月) 17:17配信 

東京五輪・パラリンピックのロゴ

（2021年6月18日撮影、資料写真）。【翻訳編集】 AFPBB News 

【AFP＝時事】東京五輪の開幕まであと 1 か月ほどとなる中、

21 日に発表された最新の世論調査で、新型コロナウイルスのパ

ンデミック（世界的な大流行）によって大多数が大会の中止や延

期を望んでいるものの、五輪開催を支持している人の割合は先月

から増えて約 3 分の 1 に上ることが明らかになった。 【写真】

公開された東京五輪の選手村  19 日と 20 日に、1469 人を対

象に電話で行われた朝日新聞（Asahi Shimbun）の調査は、五輪

に反対する人の割合がわずかに減りつつあることを示唆する他

の調査結果を強化するものとなっている。  今回の結果によれ

ば、新型ウイルスの影響で延期を強いられた東京五輪開催を支持

する人の割合は、前月の 14 パーセントから 34 パーセントに増

えたという。  大会の中止を望む人は 32 パーセント、再延期

を希望する人は30パーセントいるが、前月の調査ではそれぞれ

43パーセント、40パーセントだった。【翻訳編集】 AFPBB News 

 

【産経・ＦＮＮ合同世論調査】ワクチン接種、若者や高齢者世代

に懸念も 

産経新聞6/21(月) 15:29配信 

米ファイザー製のワクチンのバイアル（佐

藤徳昭撮影） 

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）が１９、２０

両日に実施した合同世論調査で、新型コロナウイルスのワクチン

接種について聞いたところ、「受けるつもりだ」が５０．６％と

なり、「受けない」の４．６％を大きく上回った。「既に受けた」

は２５．６％。感染収束に向け高い期待感が示された形だが、１

０・２０代の若者層では「受けない」が１割を超え、世代間で受
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けとめ方が異なることも明らかになった。 ３０～６０代の各年

代で「受けるつもりだ」と答えた割合は５０％台後半から６０％

台だった。一方、１８、１９歳あるいは２０代では４１．１％に

とどまり、「受けない」は１２．２％にのぼった。「様子を見て判

断する」も４割に迫り、全世代で最も高かった。ワクチン接種の

副反応などを懸念しているとみられる。 また、７０歳以上でも

「受けるつもりだ」は３１．７％にとどまった。 

 

【産経・ＦＮＮ合同世論調査】「五輪中止」３割に大幅減 観客

有無は拮抗 

産経新聞6/21(月) 15:32配信 

東京五輪のメイン会場となる国立競技

場 

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）が１９、２０

両日に実施した合同世論調査で、東京五輪・パラリンピックにつ

いて「中止する」は３０・５％で、５月の前回調査の５６・６％

から大幅に減少した。「観客を制限して開催する」は１７・６ポ

イント増の３３・１％、「観客を入れないで開催する」は９ポイ

ント増の３５・３％だった。 観客の有無では意見が拮抗（きっ

こう）するものの、ワクチン接種の進展などに伴い開催に向けた

期待感は少しずつ高まっているようだ。 「原則毎日検査」や「衛

星利用測位システム（ＧＰＳ）による行動把握」など選手やメデ

ィアなど大会関係者に課すルールについては「とても効果がある」

が７・９％で、「ある程度効果がある」が６２・０％と合わせて

約７割に上った。「あまり効果はない」は２０・３％で、「全く効

果はない」は８・４％だった。 

 

【産経・ＦＮＮ合同世論調査】内閣不支持率５割超、ワクチン接

種「遅すぎる」６割超す 

産経新聞6/21(月) 11:48配信 

ＮＴＴドコモはドコモショップスタッフやネッ

トワークを保守する作業員のワクチン接種を開始した。接種を受

けるネットワークを保守する作業員（右）＝２１日午前、東京都

千代田区（寺河内美奈撮影） 

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）は１９、２０

両日に合同世論調査を実施した。菅義偉（すが・よしひで）内閣

の支持率は前回調査（５月１５、１６両日実施）から０・４ポイ

ント増の４３・４％で、不支持率は１・２ポイント減の５１・６％

となり、２カ月連続で不支持が支持を上回った。政府の新型コロ

ナウイルス対策を「評価しない」との回答は５６・８％で、「評

価する」の３５・７％を上回った。政府の新型コロナ対策への不

満が依然として支持率を押し下げている。 首相が感染対策の「切

り札」とし、２１日から職場でも始まったワクチン接種について

は、「遅すぎる」が６４・２％、「妥当だ」の２９・０％を上回っ

た。ワクチン接種については「受けるつもりだ」が５０・６％、

「受けない」が４・６％、「既に受けた」が２５・６％で期待の

大きさがうかがえる。 沖縄県を除く９都道府県の緊急事態宣言

を２０日の期限で解除し、東京や大阪など７都道府県に蔓延（ま

んえん）防止等重点措置を適用する政府の対応については「宣言

を延長すべきだった」が４９・７％で、「妥当だ」は３７・９％

だった。１０都道府県に７月１１日までの重点措置を適用したこ

とについては「妥当だ」が４６・５％、「適用期間が短すぎる」

が３０・３％だった 重点措置適用に伴い、飲食店などでの酒類

の提供を感染防止対策徹底の条件付きで午後７時まで認めるこ

とについては、「妥当だ」が３４・９％、「もっと緩和すべきだ」

が３３・２％、「もっと厳しくすべきだ」が２７・７％だった。 

東京五輪・パラリンピックについては、「観客を入れないで開催

する」は３５・３％で、「観客を制限して開催する」の３３・１％

と合わせて約７割となった。ワクチン接種が進み、開催に向けて

期待感が少しずつ高まっているようだ。 調査では、内閣支持率

に関して回答が不明確な場合には、「どちらかといえば」と再度

質問して回答を得た。 

 

【産経・ＦＮＮ合同世論調査】菅内閣支持率上昇は「ワクチン効

果」の高齢層だけ ５０代に不満 

産経新聞6/21(月) 19:17配信 

菅義偉首相＝２１日午後２時９分、東

京都港区（代表撮影） 

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）が１９、２０

両日に実施した合同世論調査では、政府の新型コロナウイルス対

策を「評価する」との回答が３５・７％と前回比１０・６ポイン

ト上昇したが、菅義偉内閣の支持率は同０・４ポイント増の４３・

４％と横ばいだった。感染状況が改善し、ワクチン接種も進んだ

ものの、内閣支持率への「ワクチン効果」は、接種が進んだ高齢

層にとどまっている実情が浮かび上がる。 政府のコロナ対策を

「評価する」との回答は全世代で増加したが、伸び幅は高齢層で

顕著となった。７０歳以上は前回比１６・５ポイント、６０代は

同１５・６ポイントそれぞれ増加し、３０代（４・１ポイント）

や５０代（４・９ポイント）を大きく上回った。ワクチン接種が

６５歳以上の高齢者を中心に進んだことを反映したとみられる。 

「評価する」の割合を支持政党別にみると、自民党支持層は５４・

１％で、前回比１２・６ポイント増加して過半数を回復した。支

持政党はないとする無党派層では「評価する」は２３・０％と低

水準だが、それでも同８・１ポイント増加した。 ただ、こうし

たコロナ対策への評価は、内閣支持率の増加にはつながっていな

い。 自民支持層の内閣支持率は７５・９％で、前回比１・８ポ

イント増と横ばいだった。無党派層は２２・２％と同２・９ポイ

ント減少しており、今年１月以降で最低となった。 内閣支持率

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E5%89%AF%E5%8F%8D%E5%BF%9C&fr=link_kw_nws_direct
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を年代別にみると、１８～２９歳５５・９％▽３０代３８・３％

▽４０代４５・６％▽５０代３１・３％▽６０代４０・６％▽７

０歳以上４８・３％－だった。これまでの調査では最も内閣支持

率が低く出る年代は６０代だったが、今回初めて５０代や３０代

の支持率が６０代を下回った。 内閣支持率を前回調査と比較し

た場合、６０代は４・３ポイント、７０代は３・８ポイントそれ

ぞれ増加した一方、５０代は１２・７ポイント、３０代も３・５

ポイント減少し、トータルでは横ばいとなった。「ワクチン効果」

は高齢層に限られており、接種の行きわたっていない世代、とり

わけ５０代が逆に政権への不満を募らせているといえる。 

 

【産経・ＦＮＮ合同世論調査】次の首相、菅首相が３位浮上、小

泉氏は後退 

産経新聞6/21(月) 17:48配信 

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）が１９、２０

両日に実施した合同世論調査で、次の首相にふさわしい政治家を

尋ねたところ、河野太郎ワクチン担当相が１９・２％で前回の同

様の調査に続きトップだった。自民党の石破茂元幹事長が１６・

４％で２位。菅義偉（すが・よしひで）首相は前回調査（２月実

施）から６・１ポイント増の１０・７％で３位に浮上。小泉進次

郎環境相は４・５ポイント減の８・７％で４位に後退した。 自

民支持層でも河野氏が２０・４％で首位だが、前回から７・３ポ

イント減らした。反対に菅首相は１２・１ポイント増の１９・６％

と肉薄。小泉氏は５・１ポイント減の９・８％で、ともに約１５％

の石破氏や安倍晋三前首相に逆転を許した。世代別でも３０代を

除く全ての世代で支持を伸ばした首相の躍進ぶりが目立つ。 立

憲民主党の枝野幸男代表は４・４％、自民党の岸田文雄前政調会

長は２・９％だった。 

 

進むワクチン接種 支持率に影響は FNN世論調査 

ＦＮＮ6/21(月) 12:36配信 

FNNがこの週末行った世論調査で、7月開幕する東京オリンピ

ック・パラリンピックについてどうすべきか尋ねたところ、「中

止する」との意見が大幅に減った一方で、「観客を制限する」と

の意見と「観客を入れない」との意見が拮抗（きっこう）してい

る。 FNN世論調査の結果について、政治部の三嶋唯久編集委員

に聞く。 （焦点のワクチンと東京オリンピック・パラリンピッ

クについて、有権者はどう評価しているのか?） 菅首相は、ワク

チン接種の取り組みを繰り返し強調しているが、菅内閣の支持率

は、5月から、ほぼ横ばいだった。 今後の政治日程は、「9月・

衆議院の解散、10 月・衆議院選挙」が有力とみられ、菅首相に

とって、選挙に向けた頼みの綱は、やはり「ワクチン接種」と「東

京大会」。 すでに接種を受けた人や、受けるつもりの人があわせ

て 76％とワクチンへの期待は大きいが、政府によるワクチン接

種の進捗（しんちょく）状況について「遅すぎる」と答えた人は、

64％にのぼっている。 さらにくわしく見ると、「遅すぎる」と答

えた人のうち、60％が菅内閣を支持しないと答えており、接種の

進行への評価と支持率は、かなり連動しているように見える。 東

京大会の開催については、「観客を制限」、「無観客」、「中止」が

いずれも30％台で、意見がわかれている。 ただ、選手や関係者

に対する「原則毎日検査」などの感染防止策については、70％が

「効果があると思う」と答えており、感染拡大を防止して、東京

大会を成功させられるかが、政権の行方を左右するとみられる。 

 

大幅減「五輪中止」3割に FNN世論調査 

ＦＮＮ6/21(月) 12:31配信 

FNNがこの週末行った世論調査で、7月開幕する東京オリンピ

ック・パラリンピックについてどうすべきか尋ねたところ、「中

止する」との意見が大幅に減った一方で、「観客を制限する」と

の意見と「観客を入れない」との意見が拮抗（きっこう）してい

る。 調査は、6月19日・20日に、全国18歳以上の男女1,129

人を対象に、電話で調査を行った。 東京大会のあり方について

尋ねたところ、「観客を制限して開催する」は、5月の15.5％か

ら33.1％に倍増した。 「観客を入れないで開催する」も、5月

の 26.3％から 35.3％に上昇した。 逆に、「中止する」は、5 月

の56.6％から30.5％に減った。 政府が、沖縄県を除く9つの都

道府県で緊急事態宣言を解除し、7つの都道府県にまん延防止等

重点措置を適用したことについて、「妥当だ」は37.9％、「宣言を

延長すべきだった」は 49.7％、「もっと早く解除すべきだった」

は10.1％だった。 新型コロナのワクチン接種の進捗（しんちょ

く）状況については、「妥当だ」は29.0％、「急ぎすぎる」は4.9％、

「遅すぎる」は64.2％だった。 ワクチン接種を受けるかを尋ね

たところ、「接種を受けるつもりだ」は50.6％、「すでに接種を受

けた」は25.6％、「様子を見て接種を受けるか判断する」は19.1％、

「接種は受けない」は4.6％だった。 政府のコロナ対策を「評価

する」は 35.7％、「評価しない」は 56.8％だった。 菅内閣の支

持率は、5月より0.4ポイント増の43.4％とほぼ横ばいだった。 

 

東京オリパラ「無観客」で開催 35.3％ FNN・産経合同世論調

査【2021年6月】 

産経新聞・ＦＮＮ6/21(月) 11:42配信 

 

問1 菅内閣を支持するか、支持しないか?  

1.支持する 43.4％  

2.支持しない 51.6％  

3.わからない・言えない 5.0％  

問2 どの政党を支持するか?  

1.自民党 37.0％  

2.立憲民主党 8.2％ 

3.公明党 2.5％  

4.共産党 2.0％  

5.日本維新の会 2.8％  

6.国民民主党 0.9％  

7.社民党 0.5％  

8.れいわ新選組 0.0％  

9.古い政党から国民を守る党 0.0％  

10.その他の政党 0.2％  

11.支持政党はない 43.2％  

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E&fr=link_kw_nws_direct
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https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E5%B0%8F%E6%B3%89%E9%80%B2%E6%AC%A1%E9%83%8E&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E5%B0%8F%E6%B3%89%E9%80%B2%E6%AC%A1%E9%83%8E&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E5%AE%89%E5%80%8D%E6%99%8B%E4%B8%89&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%9E%9D%E9%87%8E%E5%B9%B8%E7%94%B7&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E4%B8%96%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E8%8F%85%E9%A6%96%E7%9B%B8&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E7%84%A1%E8%A6%B3%E5%AE%A2&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E4%B8%96%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB&fr=link_kw_nws_direct
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https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80&fr=link_kw_nws_direct
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https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A&fr=link_kw_nws_direct
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12.わからない・言えない 2.5％  

問 3 政府の新型コロナウイルス対策を評価するか、評価しない

か?  

1.評価する 35.7％  

2.評価しない 56.8％  

3.わからない・言えない 7.5％  

問 4 政府は、沖縄以外の 9都道府県に出していた緊急事態宣言

を解除したが、どう考えるか?  

1.妥当だと思う 37.9％  

2.宣言を延長するべきだった 49.7％  

3.もっと早くに宣言を解除するべきだった。 10.1％  

4.わからない・言えない 2.3％  

問5 政府は、東京や大阪など10都道府県に7月11日まで「ま

ん延防止等重点措置」を適用することとしたが、どう考えるか? 

1.妥当だと思う 46.5％  

2.適用期間が長すぎる 7.1％  

3.適用期間が短すぎる 30.3％  

4.「まん延防止等重点措置」の適用は必要ない 12.6％  

5.わからない・言えない 3.6％  

問 6 政府は、飲食店などへの午後8時までの時短営業要請を継

続し、酒類提供を感染防止対策徹底の条件付きで午後 7 時まで

認めることとしたが、どう考えるか?  

1.妥当だと思う 34.9％  

2.もっと厳しくするべきだと思う 27.7％  

3.もっと緩和するべきだと思う 33.2％  

4.わからない・言えない 4.1％ 

問 7 政府は、7 月末までに希望する全高齢者、10 月から 11 月

にかけて若者も含め全希望者へのワクチン接種完了を目指して

いるが、接種の進捗状況をどう思うか?  

1.妥当だ 29.0％  

2.急ぎすぎる 4.9％  

3.遅すぎる 64.2％  

4.わからない・言えない 1.9％  

問8 ワクチン接種について。  

1.接種を受けるつもりだ 50.6％  

2.すでに接種を受けた 25.6％  

3.様子を見て接種を受けるか判断する 19.1％  

4.接種は受けない 4.6％  

5.わからない・言えない 0.1％  

問9 東京五輪・パラリンピックの開催について。  

1.観客を制限して開催する 33.1％  

2.観客を入れないで開催する 35.3％  

3.中止する 30.5％  

4.わからない・言えない 1.1％  

問10 東京五輪・パラリンピックの選手やメディアなど大会関係

者に課される「原則毎日検査」や「GPS による行動把握」など

と、違反者への「参加資格剥奪」や「国外強制退去」などの措置

は、感染防止に効果があると思うか、思わないか?  

1.とても効果があると思う 7.9％  

2.ある程度効果があると思う 62.0％  

3.あまり効果はないと思う 20.3％  

4.まったく効果はないと思う 8.4％  

5.わからない・言えない 1.3％  

問11 秋までに行われる衆議院選挙の比例代表で、どの政党に投

票しようと思うか?  

1.自民党 34.0％  

2.立憲民主党 10.1％  

3.公明党 3.3％  

4.共産党 2.5％  

5.日本維新の会 3.9％  

6.国民民主党 1.0％  

7.社民党 0.5％  

8.れいわ新選組 0.2％  

9.古い政党から国民を守る党 0.3％  

10.その他の政党 2.8％  

11.投票には行かない 6.8％  

12.わからない・言えない 34.6％  

問12 次の首相には誰がふさわしいと思うか?  

1.安倍晋三 8.5％  

2.石破茂 16.4％  

3.枝野幸男 4.4％  

4.加藤勝信 0.3％  

5.岸田文雄 2.9％  

6.河野太郎 19.2％  

7.小泉進次郎 8.7％  

8.下村博文 0.5％  

9.菅義偉 10.7％  

.西村康稔 0.5％  

11.野田聖子 1.4％  

12.茂木敏充 0.4％  

13.この中にはいない 19.0％  

14.わからない・言えない 7.2％  

※構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計

しても必ずしも100とはならない  

FNN・産経合同世論調査【2021年6月】 RDD（固定・携帯

電話） 全国の18歳以上の1129人 期間:2021年6月19日（土）

～20日（日）   
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