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2021年 7月 5日 

ＪＮＮ世論調査 

 

ＪＮＮ世論調査、支持率４２．７％と上昇 五輪「無観客」が

最多に 

JNN2021年 7月 5日 1時 15分 

 最新のＪＮＮの世論調査で、菅内閣の支持率が４２．７％と

３か月ぶりに上昇に転じたことがわかりました。 

 菅内閣を支持できるという人は先月の調査結果より３．７

ポイント増えて４２．７％と、今年４月以来３か月ぶりに上昇

しました。支持できないという人は５４．３％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３８％、「評価

しない」は５１％でした。東京に出されているまん延防止等重

点措置について「解除すべきだ」と答えた人は１３％だったの

に対して、「延長すべきだ」は７６％に達しました。また、酒

類を提供する店舗への規制については「厳しすぎる」が２４％、

「適当だ」が５０％、「緩すぎる」が２１％と評価が割れてい

ます。 

 ワクチン接種について聞きました。「接種したい」、「もう接

種した」と答えた人はあわせて８６％に達しました。副反応に

ついては「非常に心配だ」「ある程度心配だ」があわせて５７％、

「あまり心配ではない」「まったく心配ではない」はあわせて

４２％でした。また、男性よりも女性のほうが心配する割合が

高くなっています。職場接種の新規申し込みが一時停止とな

っていることについては、「納得できる」が３７％に対し「納

得できない」が５４％でした。 

 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、「無観客で開催すべきだ」

が３５％と、もっとも多くなりました。「観客数を制限して開

催すべきだ」は２６％、「中止すべきだ」が２０％、「延期すべ

きだ」は１４％でした。一方で、オリンピックに向けた政府の

水際対策については７９％の人が「十分だと思わない」と回答

しています。 

 

ＪＮＮ世論調査詳報 

※7月 3、4日調査。％のあとの数字は前回 6月 5、6日の調

査との比較（ポイント＝pt）。報道・配信は 7月 5日 1時 15

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 4.1％ +1.8pt 

   ある程度支持できる 38.6 +2.0 

   あまり支持できない 38.6 －1.6 

   まったく支持できない 15.6 －2.6 

   答えない・わからない 3.0 ＋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 12.7 ＋3.9 

   閣僚の顔ぶれがよい 7.9 ＋0.7 

   政策に期待できる 10.3 －2.2 

   自民党を中心とした内閣だから 25.8 －3.4 

   特に理由はない 40.5 ＋0.1 

   答えない・わからない 2.8 ＋0.8 

 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 21.9 －4.5 

   閣僚の顔ぶれがよくない 8.9 ＋1.7 

   政策に期待できない 36.2 －0.4 

   自民党を中心とした内閣だから 19.6 ＋1.0 

   特に理由はない 10.3 ＋2.2 

   答えない・わからない 3.1 ＋0.1 

 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 33.6 －0.7 

   立憲民主党 6.1 ＋0.3 

   公明党 3.5 ±0 

   共産党 3.4 ＋1.1 

   日本維新の会 2.1 －0.6 

   国民民主党 0.6 ＋0.1 

   社民党 0.4 ＋0.2 

   れいわ新選組 0.4 －0.3 

   嵐 0 －0.2 

   その他の政党 0.3 ±0 

   支持政党はない 46.1 ＋2.2 

   答えない・わからない 3.6 －1.9 

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 38 ＋4 

   評価しない 51 －6 

   答えない・わからない 12 ＋3 

 東京のまん延防止措置について？ 

東京には今月 11 日までまん延防止等重点措置が出され

ていますが、あなたはその後、解除すべきだと思いまし

か？それとも延長すべきだと思いますか？ 

   解除すべきだ 13％ 

   延長すべきだ 76 

   答えない・わからない 10 

 飲食店などでの酒類提供について？ 

  まん延防止等重点措置が適用されている地域などでは感
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染対策を徹底する条件で飲食店などでの酒類の提供を午

後 7時まで認めています。 

あなたはこの方針をどう評価しますか？次の 3 つのなか

から１つ選んでください。 

    厳しすぎる 24％ 

    適当だ 50 

    緩すぎる 21 

答えない・わからない 5 

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 52％ －11 

   接種したくない 12 －6 

   もう接種した 34 ＋19 

    答えない・わからない 3 －2 

 ワクチンの副反応について？ 

   あなたは、ワクチンの副反応に対してどう思います

か？またはどう思いましたか？次の 4つの中から 1つ

選んでください。 

     非常に心配だ 14％ 

     ある程度心配だ 43 

     あまり心配はない 33 

     全く心配はない 9 

     答えない・わからない 2 

ワクチンの職場接種について？ 

政府は、予想以上に申込みが殺到したことなどを理由

に、企業や大学などでの職場接種について新規申し込

みを一時停止する方針です。 

あなたはこの方針に納得することができますか？納得

できませんか？ 

 納得できる 37％ 

 納得できない 54 

 答えない・わからない 9 

ワクチンスケジュールについて？ 

政府は、希望するすべての国民へのワクチン接種につ

いて、11月末までに終えることを目指すとしています。 

あなたは、この目標を達成できると思いますか？思い

ませんか？ 

できると思う 30％ 

できると思わない 63 

   答えない・わからない 7 

東京五輪について？ 

 五輪はどうすべき？ 

  東京オリンピック・パラリンピックについて大会組織委

員会などは 1 万人を上限とし観客を入れて開催する方針

ですが、あなたは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 4 ＋1 

観客数を制限して開催すべきだ 26 ＋12 

無観客で開催すべきだ 35 ＋12 

延期すべきだ 14 －10 

中止すべきだ 20 －11 

   答えない・わからない 2 ±0 

 選手団らの来日に向けた水際対策は十分？ 

  あなたはオリンピック・パラリンピックの選手団や関係

者の来日に向けた政府の水際対策が十分だと思います

か？思いませんか？ 

   十分だと思う 14％ 

   十分だと思わない 79 

   答えない・わからない 7 

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 ±0 

石破茂 16 －1 

   加藤勝信 1 ±0   

   岸田文雄 3 －2 

   小泉進次郎 12 ±0 

   河野太郎 18 －1 

   菅義偉 8 ＋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 27 ＋3 

【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 2337（固定 975、携帯 1362） 

 有効回答 1263（54.0％）、固定 618（63.4％）・携帯 644

（47.4％） 


