2021 年 2 月 7 日
世論調査（共同・東京・産経、読売・ＮＮＮ）

一方、若年層（３０代以下）は４５・６％にとどまり、どちらと
も言えないは４６・２％だった。
森氏がかつてトップを務めた自民党の支持層でも適任が１１・
７％、不適任が５１・１％と不適任が大きく上回った。

森組織委会長「不適任」59％ 内閣支持 38％、共同通信調査
2021/2/7 20:02 (JST)2/7 20:23 (JST)updated 共同通信社

4 日、
「女性蔑視発言」
について取材に応じる東京五輪・
パラリンピック組織委員会の森喜朗会長＝東京都中央区
共同通信社が 6、
7 両日に実施した全国電話世論調査によると、
女性蔑視発言をした東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜
朗会長に関し、会長として「適任とは思わない」との回答が
59.9％に上った。
「適任と思う」6.8％、
「どちらとも言えない」
32.8％だった。
菅内閣の支持率は 38.8％で前回 1 月調査から 2.5
ポイント続落し、初めて 40％を割り込んだ。不支持率は 3.1 ポ
イント増の 45.9％となった。
新型コロナワクチンを「接種したい」と答えた人は 63.1％、
「接種したくない」は 27.4％だった。
回答は固定電話 510 人、携帯電話 513 人。
五輪、森会長不適任５９％ 菅内閣支持３８％不支持４５％
共同通信世論調査
産経新聞 2021.2.7 20:02 政治政局
共同通信社が６、
７両日に実施した全国電話世論調査によると、
女性蔑視発言をした東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜
朗会長に関し、会長として「適任とは思わない」との回答が５９・
９％に上った。
「適任と思う」６・８％、
「どちらとも言えない」
３２・８％だった。菅義偉内閣の支持率は３８・８％で前回１月
調査から２・５ポイント続落し、初めて４０％を割り込んだ。不
支持率は３・１ポイント増の４５・９％となった。
新型コロナウイルスのワクチンを「接種したい」と答えた人は
６３・１％、
「接種したくない」は２７・４％だった。接種計画
をめぐり「順調に進むと思う」は１４・７％にとどまり、
「順調
に進むか不安がある」とした人は８２・８％に上った。
放送事業会社に勤める菅首相の長男による総務省幹部４人の
接待問題では、首相の説明に「納得できない」が６２・０％で「納
得できる」３０・８％を大きく上回った。
森会長適任、女性は４％ 蔑視発言に厳しい視線 共同通信世
論調査
産経新聞 2021.2.7 20:42
共同通信社の全国電話世論調査によると、東京五輪・パラリン
ピック組織委員会の森喜朗会長による女性蔑視発言をめぐり、
男
女別では森氏が会長として「適任と思う」が女性４・２％、男性
９・６％で、女性が低かった。
「適任とは思わない」は女性６３・
５％、男性５５・９％だった。女性からとりわけ厳しい視線を注
がれていることが浮き彫りになった。
森会長は３日
「女性がたくさん入っている理事会は時間がかか
る」などと発言し、４日に謝罪、撤回した。年代別では中年層（４
０～５０代）
や高年層
（６０代以上）
で不適任が６０％を超えた。

女性蔑視発言の森喜朗元総理 五輪組織委会長に不適任 59％、
適任は６％ 世論調査
東京新聞 2021 年 2 月 7 日 18 時 46 分
◆内閣支持率初めて４割以下に、ワクチン不安は８割超
共同通信社が６、
７両日に実施した全国電話世論調査によると、
女性蔑視発言をした東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜
朗会長に関し、会長として「適任とは思わない」との回答が５９・
９％に上った。
「適任と思う」は６・８％だった。菅内閣の支持
率は３８・８％で前回１月の調査からさらに２・５ポイント続落
し、初めて４０％を割り込んだ。不支持率は３・１ポイント増の
４５・９％となった。
放送事業会社に勤める菅義偉首相の長男による総務省幹部４
人の接待問題では、首相の説明に「納得できない」が６２・０％
となり、
「納得できる」３０・８％を大きく上回った。
新型コロナウイルスのワクチン接種計画を巡り
「順調に進むと
思う」は１４・７％にとどまり、
「順調に進むか不安がある」と
した人は８２・８％に上った。ワクチンを「接種したい」と答え
た人は６３・１％、
「したくない」は２７・４％だった。
（共同）
菅内閣の支持率、横ばい３９％…読売世論調査
読売新聞 2021/02/07 22:02
読売新聞社が５～７日に実施した全国世論調査で、
菅内閣の支
持率は３９％と前回（１月１５～１７日調査）の３９％から横ば
いだった。不支持率は４４％（前回４９％）に下がった。昨年１
１月に６９％だった内閣支持率は、その後、新型コロナウイルス
の感染拡大に伴い３回連続で下落していた。
今回の調査で支持率
の下落傾向に歯止めがかかったのは、
新規感染者数が減少に転じ
たことが主な要因とみられる。
政党支持率は自民党３７％（前回３７％）
、立憲民主党５％（同
５％）
、公明党４％（同３％）などの順で、ほぼ変化がなかった。
無党派層は４２％（同４６％）だった。
森喜朗氏の発言「問題」９１％…読売世論調査
読売新聞 2021/02/07 22:01
読売新聞社が５～７日に実施した全国世論調査で、東京五輪・
パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が
「女性がたくさん
入っている理事会は時間がかかる」
などと発言したことについて、
「問題がある」との回答は「大いに」６３％、
「多少は」２８％
を合わせて９１％に上った。
「大いに」を男女別にみると、女性
が６７％で、男性の５９％を上回った。
緊急事態宣言の中、与党の国会議員が東京・銀座のクラブに深
夜まで滞在していたことを「問題がある」とした人は、
「大いに」
７９％、
「多少は」１６％を合わせて９５％に達した。
東京五輪「開催」３６％・
「中止」２８％…読売世論調査
読売新聞 2021/02/07 22:00
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員会の森喜朗会長＝東京都中央区で 2021 年 2 月 4 日午後 2 時
15 分（代表撮影）
東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長
（83）による女性蔑視発言を人々はどう見ているのか――。毎日
新聞が 5 日、東京都内 4 カ所で 100 人に聞いたところ、
「森会長
は辞任すべきだ」と答えた人は全体の約 8 割に上った。国際オリ
ンピック委員会（IOC）と政府は森会長の謝罪と発言の撤回をも
って「幕引き」としたい考えだが、国民感情との「ズレ」が浮か
び上がった。
【川崎桂吾、大島祥平、金子淳、五十嵐朋子】
「あんな記者会見なら、開かない方が良かった」
。東京・有楽
町駅前にいた横浜市の弁護士、小栗夏生さん（54）は 4 日の謝
罪・釈明会見を見てあきれたという。特に森会長が逆質問で返し
た場面を挙げて、
「裁判官に『反省してますか』と聞かれて、
『あ
なたはどう思いますか？』と聞くのと同じこと。反省の情がない
と判断されて当然。あれは謝罪ではありません」と手厳しい。
「口
だけの謝罪であることが見え見え」
（豊島区の無職の女性61 歳）
など、同様の意見は他にもあり、4 日の会見でのやりとりが火に
油を注いだようだ。
街頭取材からは、辞任を求める人の多くが、森会長が国際的な
祭典における「顔」にふさわしくない、と考えている様子が浮か
んだ。東京都の会社員、山下真粧子さん（52）は「発言が時代の
流れから外れている。
五輪やパラリンピックは単なるスポーツイ
ベントではなく、多様性を尊重することが趣旨のはず。その趣旨
を理解した人がトップに立つべきだ」と指摘した。目黒区のデザ
イナー、牧野正弘さん（64）は「時代錯誤が甚だしい。
『裸の王
様』のようだ」と話した。

読売新聞社が５～７日に実施した全国世論調査で、
今年夏の東
京五輪・パラリンピックについて聞くと、
「観客を入れて開催す
る」８％と「観客を入れずに開催する」２８％を合わせ、計３６％
が開催に前向きな考えを示した。
「再び延期する」は３３％、
「中
止する」は２８％だった。
新型コロナウイルスの感染状況が、
夏ごろにどうなっていると
思うかを尋ねると、
「変わらない」
５６％、
「改善している」
３７％、
「悪化している」３％の順だった。
国民への新型コロナのワクチン接種が進むことで、
感染の収束
につながると「思う」人は７０％に上り、
「思わない」の２０％
を大きく上回った。
菅内閣「支持する」３９％ 前回から横ばい
ＮＮＮ2021 年 2 月 7 日 22:31
ＮＮＮと読売新聞がこの週末に行った世論調査で菅内閣を
「支持
する」
と答えた人は前回の調査から横ばいの３９パーセントでし
た。
世論調査で菅内閣を「支持する」と答えた人は前回の調査と変わ
らず３９パーセント。
「支持しない」は４４パーセントでした。
一方、東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森会
長が、
「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」など
と発言したことについては、
「大いに問題がある」
「多少は問題が
ある」と答えた人が、合わせて９割を超えました。
今年夏の東京大会をどうすべきかについては、
「再び延期する」
が最も多く３３パーセント、
「中止する」が２８パーセント、
「観
客を入れずに開催する」が同じく２８パーセントとなりました。
「観客を入れて開催する」は８パーセントにとどまっています。
また、
新型コロナウイルスのワクチン接種が進めば感染の収束に
つながると思うかたずねたところ、７割の人が「思う」と答えま
した。
ワクチン接種については、
「すぐに接種を受けたい」と答えた人
が１８パーセントで、
「急がないが接種は受けたい」が６５パー
セント、
「接種は受けたくない」は１５パーセントでした。
■ＮＮＮ・読売新聞世論調査
２／５～７ 全国有権者に電話調査
固定電話 ５４０人（回答率６２％）
携帯電話 ５６２人（回答率４７％）
合計 １１０２人が回答
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．ｊｐ／ｙｏｒｏｎ／
「森喜朗氏、会社なら即アウト」 問題知らぬ若者も 都内 100
人調査
毎日新聞 2021 年 2 月 5 日 20 時 05 分(最終更新 2 月 5 日 22
時 07 分)

東京都内で聞いた「森会長、辞任すべきか？」
また「謝罪して許される問題ではない」
（荒川区の会社経営者
の女性 57 歳）
、
「会社では即アウト」
（横浜市の会社員の女性 25
歳）
、
「日本が恥ずかしい社会だと思われる」
（台東区の専門学校
に通う女性 20 歳）という声も聞かれた。森会長の年齢や失言癖

日本オリンピック委員会の女性理事増員方針を巡
る発言について、取材に応じる東京五輪・パラリンピック組織委
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を指摘する声も目立った。
森会長が辞任を否定したことで、
批判の矛先は組織委員会や政
府にも向かっている。文京区のスポーツトレーナーの男性（50）
は「なぜ周りは辞めさせるように動かないのか」と不信感を隠さ
ない。文京区の会社員の男性（58）は「組織委が辞めさせられな
いのだとしたら、ガバナンスが欠如した状態で、だめな組織の典
型。政府は何も言わなくていいのか」と怒る。練馬区の無職、清
水正幸さん（67）は「森会長は歴代総理よりも高い位置にいるの
で、クビにできる人がいないんだろう」とあきれ顔だ。
一方で発言が問題になっていること自体を知らない若者も多
く見られた。渋谷のハチ公前で待ち合わせをしていた 3 人組の
女性は質問に対して、きょとんとした表情を浮かべた。

東京オリンピック・パラリンピック組織委
員会の森喜朗会長が辞任すべきかを問うアンケートに答える女
性＝東京都千代田区で 2021 年 2 月 5 日午後 0 時 22 分、大西岳
彦撮影
街頭取材では、約 2 割の人が「辞任する必要はない」と答え
た。その理由を聞くと、
「発言自体は容認できないが、トップが
代わると混乱するから」
（神奈川県の大学院生の男性 24 歳）な
ど、
若い男性を中心に大会運営への悪影響を懸念する声が目立っ
た。
「森会長の言っていることに異論はない」
（会社員の男性 38
歳）と発言を擁護する人もいたが、一人だけだった。
東京都の大学 3 年生、松野亮太さん（21）は、迷いながらも
「辞任すべきではない」と答えた。
「多くの人は森会長の辞任を
望んでいるのだろうが、それで満足して、この問題が終わってし
まうことを心配している。
女性に対する差別や蔑視が生まれる背
景を解決するために、単に辞任を求めるだけではなく、根本的に
考えていく必要があるのではないか」と話した。

3

