2021 年 3 月 8 日～7 日

不安を感じるか聞きました。

世論調査（ＮＨＫ、ＮＮＮ詳報、ＪＮＮ）
、日米首脳会談

「大いに感じる」が 36％、
「ある程度感じる」が 44％、
「あま
り感じない」が 14％、
「まったく感じない」が 2％でした。

菅内閣 「支持」40％「不支持」37％ 3 か月ぶりに支持が上回
る
NHK2021 年 3 月 8 日 19 時 00 分

新型コロナウイルスをめぐる政府の対応について、
「大いに評
価する」が 6％、
「ある程度評価する」が 41％、
「あまり評価
しない」が 37％、
「まったく評価しない」が 10％でした。
NHK の世論調査によりますと、菅内閣を「支持する」と答え
た人は、先月より 2 ポイント上がって 40％、
「支持しない」と
答えた人は、7 ポイント下がって 37％で、3 か月ぶりに支持
が不支持を上回りました。
NHK は、今月 5 日から 3 日間、全国の 18 歳以上を対象にコ
ンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番

政府は、首都圏の 1 都 3 県の緊急事態宣言を今月 21 日まで延

号に電話をかける「RDD」という方法で世論調査を行いまし

長しました。2 週間の延長期間をどう思うか聞きました。

た。調査の対象となったのは、2120 人で、58％にあたる 1237

「適切だ」が 39％、
「短すぎる」が 41％、
「長すぎる」が 5％、

人から回答を得ました。

「宣言は解除すべきだった」が 6％でした。

菅内閣を「支持する」と答えた人は、先月より 2 ポイント上が
って 40％でした。
「支持しない」と答えた人は、7 ポイント下がって 37％で、
去年 12 月以来、3 か月ぶりに支持が不支持を上回りました。
支持する理由では、
「他の内閣より良さそうだから」が 41％、
「支持する政党の内閣だから」が 22％、
「人柄が信頼できるか
ら」が 20％などとなりました。

新型コロナウイルスのワクチン接種が国内で始まりました。

逆に、支持しない理由では、
「実行力がないから」が 34％、
「政

接種したいかどうか聞いたところ、
「接種したい」が 67％、
「接

策に期待が持てないから」
が 33％、
「人柄が信頼できないから」

種したくない」が 21％、
「わからない、無回答」が 13％でし

が 16％などとなりました。

た。

新型コロナウイルスに自分や家族が感染する不安をどの程度

衛星放送関連会社に勤める菅総理大臣の長男などから接待を

感じるか聞きました。

受けていた山田内閣広報官が辞職しました。

「大いに感じる」が 33％、
「ある程度感じる」が 47％、
「あま

これについて菅総理大臣の説明は十分だと思うか聞いたとこ

り感じない」が 13％、
「まったく感じない」が 4％でした。

ろ、
「十分だ」が 15％、
「不十分だ」が 65％、
「わからない、
無回答」が 21％でした。

変異ウイルスへの感染が各地で確認されています。どの程度

1

総務省や農林水産省の幹部職員が倫理規程に違反する接待を

自民党 40 (37) +3

受けていました。

立憲民主党 6 (5) +1

政府は、行政がゆがめられたかどうか検証するとしています

公明党 3 (4) -1

が、ゆがめられたと思うか、そうは思わないか聞いたところ、

共産党 2 (2) -

「ゆがめられたと思う」
が 56％、
「ゆがめられたとは思わない」

日本維新の会 3 (1) +2

が 24％、
「わからない、無回答」が 20％でした。

国民民主党 0 (1) -1
社民党 1 (1) ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党 -- (0) れいわ新選組 1 (0) +1
その他の政党 0 (0) 支持する政党はない 42 (42) 答えない 3 (5) -2

東京オリンピック・パラリンピックについて、IOC＝国際オリ

設問 3 自民党の政治家の中で、次の首相には、誰がふさわし

ンピック委員会などは 開催を前提に準備を進めています。

いと思いますか。
次の10人の中から、
１人だけ選んで下さい。

どのような形で開催すべきだと 思うか聞きました。

安倍 晋三 9%

「これまでと同様に行う」が 5％、
「観客の数を制限して行う」

石破

が 34％、
「無観客で行う」が 19％、
「中止する」が 33％でし

加藤 勝信 1%

た。

岸田 文雄 4%

茂 19%

小泉進次郎 17%
NNN 定例世論調査 2021 年 3 月

河野 太郎 26%

（放送は 2021 年 3 月７日 22：01）

菅

あなたは、菅（すが）内閣を、支持しますか、支持しませんか。

西村 康稔 1%

義偉 3%

支持する 48%

野田 聖子 3%

支持しない 42%

茂木 敏充 1%

その他 3%

その他 0%

答えない 6%

いない 10%
答えない 8%

支持不支持
支持する理由を、次に読みあげる 6 つの中から、1 つだけ選ん

設問 4 新型コロナウイルスを巡る、日本政府のこれまでの対

で下さい。

応を、評価しますか、評価しませんか。

政策に期待できる 7%

評価する 45%

首相に指導力がある 3%

評価しない 50%

首相が信頼できる 12%

答えない 6%

閣僚の顔ぶれがよい 5%

政府は、東京都など１都３県での緊急事態宣言について、７日

自民党中心の政権だから 15%

までの期限を、21 日まで２週間延長しました。この判断を、

他によい人がいない 57%

評価しますか、評価しませんか。

その他 0%

評価する 78%

答えない 1%

評価しない 19%

支持しない理由を、次に読みあげる 6 つの中から、1 つだけ選

答えない 3%

んで下さい。

設問あなたは、国内で新型コロナウイルスの感染が再び拡大

政策に期待できない 16%

する不安を、感じていますか、感じていませんか。次の４つの

首相に指導力がない 42%

中から、１つ選んで下さい。

首相が信頼できない 19%

大いに感じている 46%

閣僚の顔ぶれがよくない 4%

多少は感じている 46%

自民党中心の政権だから 12%

あまり感じていない 6%

他によい人がいる 3%

全く感じていない 1%

その他 1%

答えない 0%

答えない 2%

設問 7 新型コロナウイルスのワクチン接種について、あなた

今、どの政党を支持していますか。1 つだけあげて下さい。

はどうしたいと思いますか。次の３つの中から、１つ選んで下

政党名 支持率（前回）単位：% 前回比

さい。

2

すぐに接種を受けたい 18%

１都３県への緊急事態宣言について、今月２１日までに「解

急がないが接種は受けたい 65%

除できるとは思わない」と考える人が６割を超えたことが最

接種は受けたくない 15%

新のＪＮＮの世論調査でわかりました。

答えない 2%

菅内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より１．８

設問国内のワクチン接種は、高齢者向けの接種が４月に始ま

ポイント増えて４２．６％、支持できないという人は２．７ポ

り、一般の人向けは今年の夏以降になる見通しです。このスケ

イント減って５３．２％でした。支持率が上昇したのは菅内閣

ジュールについて、あなたの考えに近いものを、次の３つの中

発足後初めてです。

から、１つ選んで下さい。

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

思っていたより早い 20%

取り組みについて聞いたところ、
「評価する」は４５％、
「評価

思っていたより遅い 38%

しない」も４５％でした。

思っていたのと同じくらい 39%

政府が１都３県に対する緊急事態宣言を２週間延長したこ

答えない 3%

とについては、
「評価する」人が７４％に達しました。一方で、

設問 9 東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の

今月２１日の期限までに宣言を解除できると思うか聞いたと

橋本聖子（はしもと・せいこ）会長は、観客を入れた形での開

ころ、
「解除できるとは思わない」が６６％にのぼっています。

催を目指しています。この考えに、賛成ですか、反対ですか。

ワクチンの接種について聞きました。ワクチンを「接種した

賛成 45%

い」と答えた人は先月より６ポイント増加し６６％、
「接種し

反対 48%

たくない」は２７％でした。一方、接種がスケジュール通り「進

答えない 7%

むとは思わない」と答えた人は６９％に達しています。

設問 10 東京オリンピック・パラリンピックを観客を入れて開

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

催する場合、海外からの観客を受け入れることに、賛成ですか、

ついて、
「予定通り開催すべきだ」と答えた人の割合は、先月

反対ですか。

よりも大きく増えて２８％でした。一方で、
「延期すべきだ」

賛成 18%

と「中止すべきだ」と答えた人は合わせて６７％にのぼってい

反対 77%

ます。

答えない 5%

菅総理の長男らによる総務省幹部への接待問題で、菅総理

設問 11 菅首相の長男が勤める放送関連会社から、総務省の幹

の説明に「納得できない」と答えた人は７１％と、
「納得でき

部ら 12 人が接待を受けていたことを、どう思いますか。次の

る」の１６％を大きく上回りました。

４つの中から、１つ選んで下さい。

東日本大震災から１０年を迎えるにあたって、被災地に関

大いに問題がある 53%

する関心が以前よりどのように変化したか聞いたところ、
「変

多少は問題がある 31%

わらない」が最も多く５７％でした。

あまり問題はない 10%
全く問題はない 4%

菅首相 早ければ来月にも訪米 日米首脳会談を行う方向で調

答えない 3%

整

▼調査方法

ＮＨＫ2021 年 3 月 9 日 4 時 12 分

2021 年 3 月 5 日(金)～3 月 7 日(日)に、コンピューターで無作

菅総理大臣は、早ければ来月アメリカを訪れ、バイデン大統領

為に作成した固定電話と携帯電話の番号にかけるＲＤＤ

と対面での日米首脳会談を行う方向で調整に入りました。会

（Random Digit Dialing）方式で 18 歳以上の有権者を対象に

談では、中国の海洋進出などを念頭に、日米同盟の強化に加え、

実施。

自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた連携などを確認

固定では有権者在住が判明した 839 世帯の中から 525 人、携

する見通しです。

帯では応答のあった 1158 人の中から 541 人、計 1066 人の回

菅総理大臣は、アメリカのバイデン政権の発足を受け、早期の

答を得た。回答率は固定 63％、携帯 47％。

アメリカ訪問に向けて検討を進めてきました。

小数点以下四捨五入。グラフや表の数値は、合計が 100％にな

そして、新型コロナウイルスの感染状況なども見極めたうえ

らないことがある。０は 0.5％未満。－は回答なし。

で、早ければ来月アメリカを訪れ、バイデン大統領と対面での

※2018 年 7 月からは日本テレビ系列各局と読売新聞社が共同

日米首脳会談を行う方向で調整に入りました。

で調査を行う「NNN と読売新聞社の全国世論調査」となりま

会談では、海上警備にあたる海警局に武器の使用を認める「海

した。

警法」の施行をはじめ、中国が海洋進出を強めていることなど
を念頭に、日米同盟の一層の強化と、自由で開かれたインド太

ＪＮＮ世論調査、２１日までに緊急事態宣言「解除できない」

平洋の実現に向けた連携を確認する見通しです。

６割超

また、新型コロナウイルス対策や気候変動問題、緊迫化するミ

JNN２０２１年３月 8 日 1 時 48 分

ャンマー情勢や、北朝鮮問題についても意見が交わされるも

3

のとみられます。
一方、日米両政府は、今週 12 日にもオーストラリアとインド
を加えた 4 か国の首脳による初めての会合をオンライン形式
菅義偉首相＝５日、首相官邸

で、また来週 16 日には、東京で外務・防衛の閣僚協議、いわ
ゆる「2 プラス 2」を開催する方向で調整しています。
“日米首脳会談 早ければ来月にも” 米ニュースサイト報じ
る
ＮＨＫ2021 年 3 月 8 日 16 時 13 分

【ワシントン時事】米メディア「アクシオス」は７日、バイ

アメリカのニュースサイトは、バイデン大統領が菅総理大臣

デン大統領が４月中にも菅義偉首相をホワイトハウスに招待

を早ければ来月にもホワイトハウスに招き、首脳会談を行う

し、首脳会談する方向で調整していると報じた。実現すればバ

ことを計画していると報じました。実現すれば、バイデン大統

イデン氏が就任後に直接会談する初めての外国首脳となる。

領が就任後初めて対面形式で行う首脳会談になるとしていま

ホワイトハウスは取材に対し、報道内容について「何も発表

すが、ホワイトハウスは「いかなる会談も決まっていない」と

することはない」と述べた。報道によると、新型コロナウイル

しています。

スの感染状況によっては、首相訪米は今春後半にずれ込む場

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は 7 日、関係者の話

合もある。

として、バイデン大統領が菅総理大臣を早ければ来月にもホ

コロナ収束を最優先とするバイデン氏は、外遊や外国首脳

ワイトハウスに招き、首脳会談を行うことを計画していると

の招待に慎重な姿勢を取っている。カナダのトルドー首相と

報じました。

は２月に初の「首脳会談」を行ったが、オンライン形式だった。

記事は、バイデン大統領が就任後初めて対面形式で行う外国

バイデン政権が菅首相との対面会談を模索する背景には、

首脳との会談になるとしていますが、新型コロナウイルスの

経済、軍事両面でインド太平洋地域への影響力を増す中国の

感染の状況によっては開催が春の後半にずれ込む可能性もあ

脅威に対抗する上で、日米同盟の重要性を内外に示す狙いが

るとしています。

あるとみられる。

報道を受けてホワイトハウスの報道担当者は NHK に対し
「バ
イデン大統領は今後、菅総理大臣と会うのを楽しみにしてい
るが、いかなる会談も決まっていない」とコメントしました。
バイデン大統領は就任後、菅総理大臣など各国の首脳と電話
で会談したほか、カナダのトルドー首相、メキシコのロペスオ
ブラドール大統領とはオンライン形式で会談しました。
ただ、新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえて対面形
式での首脳会談はこれまで行っておらず、ホワイトハウスの
サキ報道官は先月の会見で、ホワイトハウスに外国の首脳を
招いて会談するのは数か月先になるという見通しを示してい
ます。
官房長官 「可能なかぎり早い時期で調整」

菅総理大臣のアメリカ訪問と日米首脳会談について、加藤官
房長官は午前の記者会見で「新型コロナウイルスの感染状況
を見つつ、可能なかぎり早い時期で調整していきたいと考え
ている。先の日米首脳電話会談でも、その点は確認されている」
と述べました。一方で「しかしながら、現時点では、具体的な
日程など、何ら決まっているものではない」と述べました。
菅首相、４月訪米で調整か バイデン氏招待―メディア
時事通信 2021 年 03 月 08 日 10 時 48 分
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