2021 年 4 月 6 日～3 日
世論調査（読売・NNN、JNN）
、国民投票法改正

「できるだけ長く」１４％、
「すぐに交代してほしい」１２％が
続いた。支持政党別でみても、
「総裁任期まで」は与党支持層で
４４％、野党支持層で５７％、無党派層で４９％となり、いずれ
も最多だった。

菅内閣の支持率、４７％で横ばい…読売世論調査
読売新聞 4/4(日) 22:07 配信

ワクチン接種の遅れ、７０％が「不満」…読売世論調査
読売新聞 4/4(日) 22:07 配信

読売新聞社が２～４日に実施した全国世論調査で、
新型コロナ
ウイルスのワクチン接種が米国など他の先進国と比べて遅れて
いることに不満を感じている人は、
「大いに」３２％、
「多少は」
３８％を合わせて７０％に上った。
新型コロナを巡る政府の対応を「評価する」は３５％で、前回
（３月５～７日調査）の４５％から１０ポイント下落した。
「評
価しない」は５９％（前回５０％）だった。
大阪、兵庫、宮城の３府県へ適用される「まん延防止等重点措
置」が感染拡大防止に効果があると「思わない」人は５１％と半
数を超え、
「思う」は４０％だった。

読売新聞社が２～４日に実施した全国世論調査で、
菅内閣の支
持率は４７％となり、前回（３月５～７日調査）の４８％から横
ばいだった。不支持率は４０％（前回４２％）
。２か月連続で支
持が不支持を上回ったものの、
支持率の上昇傾向にはストップが
かかった。今回調査時は、全国の新規感染者数が増加に転じてい
た。感染者数が内閣支持率に影響する傾向が続いている。
政党支持率は、自民党３９％（前回４０％）
、立憲民主党５％
（同６％）
、公明党３％（同３％）などの順で、無党派層は４３％
（同４２％）だった。

世論調査 ワクチンの遅れに“７割が不満”
ＮＮＮ4/4(日) 22:00 配信
ＮＮＮと読売新聞がこの週末に行った世論調査で、
日本は新型コ
ロナウイルスのワクチン接種がほかの先進国に比べて遅れてい
ることについて、
７割の人が不満を感じていると答えました。世
論調査で菅内閣を「支持する」と答えた人は、先月の調査から１
ポイント下がって４７パーセント。
「支持しない」は４０パーセ
ントでした。 また、今年１０月に任期満了となる衆議院議員の
総選挙をいつ行うべきかについては、
「解散せず１０月の任期満
了で行う」と答えた人が６４パーセントと最も多く、次いで「９
月の東京パラリンピック後に行う」
が２０パーセントでした。一
方、新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、日本が他の先
進国に比べて遅れていることに不満を感じているかたずねたと
ころ、
「大いに感じている」
「多少は感じている」と答えた人があ
わせて７割となりました。 また、大型連休中に旅行や帰省をし
ようと思うかについては、
「思わない」がおよそ９割にのぼって
います。 政府が大阪などに「まん延防止等重点措置」を適用し
たことについては、
５割を超える人が感染拡大の防止に効果があ
るとは「思わない」と答えました。 一方、菅総理大臣は今月中
旬に訪米する予定です。
アメリカは安全保障や人権問題などをめ
ぐり中国への圧力を強めていますが、
日本はアメリカに同調すべ
きと「思う」と答えた人がおよそ７割でした。 ■ＮＮＮ・読売
新聞世論調査 ４／２～４ 全国有権者に電話調査 固定電話
４２６人（回答率６０％） 携帯電話 ６４８人（回答率４４％）
合計 １０７４人が回答 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．
ｊｐ／ｙｏｒｏｎ／

菅首相「９月の自民党総裁任期まで」が最多４７％…読売世論調
査
読売新聞 2021/04/04 22:02

記者団の質問に答える菅首相（１日午後、首相
官邸で）
読売新聞社が２～４日に実施した全国世論調査で、
菅首相にど
のくらい首相を続けてほしいかを聞くと、
「今年９月の自民党の
総裁任期まで」４７％がトップで、
「１、２年くらい」２３％、
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答えない 4%
設問 4 次の衆議院選挙の比例代表選挙では、どの政党に投票し
ようと思いますか。次の中から、１つだけ選んで下さい。
自民党 44%
立憲民主党 13%
公明党 5%
共産党 4%
日本維新の会 5%
国民民主党 1%
社民党 0%
ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党 1%
れいわ新選組 1%
その他の政党 0%
決めていない 16%
答えない 9%
設問 5 菅首相には、どのくらい首相を続けてほしいと思います
か。次の４つの中から、１つだけ選んで下さい。
すぐに交代してほしい 12%
今年９月の自民党の総裁任期まで 47%
１、２年くらい 23%
できるだけ長く 14%
その他 0%
答えない 4%
設問 6 新型コロナウイルスを巡る、日本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 35%
評価しない 59%
答えない 7%
設問 7 政府は、緊急事態宣言に準じた対策が可能となる「まん
延防止等重点措置」を初めて適用し、大阪市や神戸市、仙台市な
どが対象となりました。今回の重点措置は、感染拡大防止に効果
があると、思いますか、思いませんか。
思う 40%
思わない 51%
答えない 9%
設問 8 あなたは、新型コロナの変異ウイルスの感染が、国内で
拡大する不安を、感じていますか、感じていませんか。次の４つ
の中から、１つ選んで下さい。
大いに感じている 53%
多少は感じている 38%
あまり感じていない 6%
全く感じていない 2%
答えない 1%
設問 9 日本で、新型コロナウイルスのワクチン接種が、アメリ
カなど他の先進国と比べて遅れていることに、
不満を感じていま
すか、
感じていませんか。
次の４つの中から、
１つ選んで下さい。
大いに感じている 32%
多少は感じている 38%
あまり感じていない 22%
全く感じていない 6%
答えない 1%

NNN 定例世論調査 2021 年 4 月 詳報
（NNN 報道 4 月 4 日 22：00）
設問１ あなたは、菅（すが）内閣を、支持しますか、支持しま
せんか。
支持する 47%
支持しない 40%
その他 6%
答えない 7%
支持する理由を、次に読みあげる 6 つの中から、1 つだけ選んで
下さい。
政策に期待できる 12%
首相に指導力がある 2%
首相が信頼できる 12%
閣僚の顔ぶれがよい 4%
自民党中心の政権だから 18%
他によい人がいない 51%
その他 0%
答えない 1%
支持しない理由を、次に読みあげる 6 つの中から、1 つだけ選ん
で下さい。
政策に期待できない 22%
首相に指導力がない 38%
首相が信頼できない 14%
閣僚の顔ぶれがよくない 6%
自民党中心の政権だから 13%
他によい人がいる 2%
その他 1%
答えない 2%
設問２ 政党支持率
今、どの政党を支持していますか。1 つだけあげて下さい。
政党名 支持率（前回）単位：% 前回比
自民党 39 (40) -1
立憲民主党 5 (6) -1
公明党 3 (3) 共産党 2 (2) 日本維新の会 2 (3) -1
国民民主党 0 (0) 社民党 0 (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 0 (1) -1
その他の政党 1 (0) +1
支持する政党はない 43 (42) +1
答えない 4 (3) +1
設問 3 今の衆議院議員は、今年 10 月に任期満了となります。
衆議院選挙は、いつ行うのがよいと思いますか。次の４つの中か
ら、１つだけ選んで下さい。
５月ごろに行う 7%
７月の東京オリンピック前に行う 4%
９月の東京パラリンピック後に行う 20%
解散せず 10 月の任期満了で行う 64%
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設問 10 あなたは、大型連休中に、旅行や帰省をしようと思い
ますか、思いませんか。
思う 10%
思わない 89%
答えない 1%
設問 11 菅首相は、今月中旬にアメリカを訪問し、バイデン大
統領と会談する予定です。
日米首脳会談によって日米関係が強ま
ることは、望ましいと思いますか、思いませんか。
思う 83%
思わない 9%
答えない 8%
設問 12 アメリカは、外交や安全保障、人権問題などを巡り、
中国に対する圧力を強めています。日本は、アメリカに同調すべ
きだと思いますか、思いませんか。
思う 67%
思わない 22%
答えない 11%
▼調査方法
2021 年 4 月 2 日(金)～4 月 4 日(日)に、コンピューターで無作為
に作成した固定電話と携帯電話の番号にかけるＲＤＤ（Random
Digit Dialing）方式で 18 歳以上の有権者を対象に実施。
固定では有権者在住が判明した 715 世帯の中から 426 人、携帯
では応答のあった 1485 人の中から 648 人、計 1074 人の回答を
得た。回答率は固定 60％、携帯 44％。
小数点以下四捨五入。グラフや表の数値は、合計が 100％になら
ないことがある。０は 0.5％未満。－は回答なし。
※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で
調査を行う「NNN と読売新聞社の全国世論調査」となりました。

しました。また、
「予定通り開催すべきだ」と答えた人のうち８
１％が聖火リレーを「続けるべき」としていて、
「やめるべき」
の１３％を大きく上回っています。
夫婦が同じ名字でも別々の名字でも自由に選ぶことができる
「選択的夫婦別姓」導入の是非を尋ねたところ、
「賛成」は６３％
と「反対」の２６％を上回りました。
衆議院の解散・総選挙の時期についていつ行うのが良いか聞い
たところ、
「任期満了まで行う必要はない」がもっとも多く、５
１％でした。
（詳報続報）
菅首相と二階幹事長が震えた世論調査の数字 4 月の補選と再
選挙で 3 連敗の悪夢〈dot.〉
ＡＥＲＡdot.4/6(火) 7:00 配信

冴えない表情の二階幹事長（左）と菅
首相（Ｃ）朝日新聞社
永田町では 4 月 25 日に投開票が予定される補欠選挙、再選挙
の行方が注目を集める。 まもなく衆院北海道 2 区、参院長野
選挙区、参院広島選挙区 3 つの選挙区で戦いの火ぶたが切って
おとされる。うち北海道 2 区は元農相、吉川隆盛被告が贈収賄事
件で起訴されたため、自民党は不戦敗だ。 「長野、広島で 2 連
敗すると菅政権は一気に転覆しかねないと内心、
みんな思ってい
ます。4 月 25 日の結果次第で解散が早くなるかもしれません」
自民党の当選 2 回の若手議員はこう不安な胸中を明かした。
しかし、選挙区情勢を見ると、参院長野選挙区は厳しい。羽田雄
一元国交相が新型コロナウイルスに感染して急死。
それを受けて
の弔い合戦なので自民党は形勢不利だ。
父である羽田孜元首相が
築いた強固な地盤が長野全体に広がっており、
自民党は小松裕元
衆院議員を擁立したものの、歯が立たないというのが現状だ。
「世論調査ではダブルスコアに近い差がついている。
羽田氏の支
持はすごいものがあり、とても勝ち目はない」
（自民党の地方議
員） 自民党が最後の望みをかけているのは、参院広島選挙区
の再選挙だ。 自民党は元経産省官僚の西田英範氏、立憲民主
党や共産党など野党はアナウンサーの宮口治子氏を擁立し、
一騎
打ちとなる。 だが、元法相の河井克行、案里元夫妻が 2900 万
円ものカネを買収目的でばらまき、東京地検特捜部に逮捕され、
議員辞職に追い込まれての再選挙だ。 おまけに河井夫妻から
カネをもらった広島県内の自民党の地方議員や政界関係者は 40
人を超える。自民党にとっては超逆風が吹く中での選挙となる。
「広島県連からは名簿だポスターだ、
動員とか色々と指示がある。
けど、怖くてとても動けません。行く先々で『あんた河井からカ
ネ貰ったんじゃけんのう』
と皮肉たっぷりに言われるので困って
います」 こう話すのは、河井夫妻からカネを受け取ったこと
を裁判で認めた広島の県議議員だ。 河井夫妻が逮捕された公
職選挙法違反事件は、カネを出して買収した側はもちろん、もら
って買収された側も立件されるのが、本来のあるべき姿だ。
元東京地検特捜部の郷原信郎弁護士はこう指摘する。 「河井

ＪＮＮ世論調査“まん延防止”「適切」５６％ 支持率微増
JNN2021 年 4 月 5 日 3 時 59 分
政府が大阪・兵庫・宮城の３府県に「まん延防止等重点措置」
を適用したことについて、
「適切だ」と考える人が５６％にのぼ
ることが最新のＪＮＮの世論調査でわかりました。
菅内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より１．８ポ
イント増えて４４．４％と、２か月連続で上昇しました。支持で
きないという人は０．５ポイント減って５２．７％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５０％でした。
政府は、大阪・兵庫・宮城の３府県を対象に「まん延防止等重
点措置」の適用を決めました。この決定について、
「過剰だ」と
答えたのは５％。
「適切だ」
が５６％ともっとも多く、
「不十分だ」
は３６％でした。
新型コロナによる「自粛」生活が長引く中、どの程度疲れを感
じているか尋ねました。
「とても感じる」
「ある程度感じる」を合
わせると６１％と、
「あまり感じない」
「まったく感じない」を合
計した３８％を上回っています。
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、
「予定通り開催すべきだ」
が３１％
で、
「延期すべきだ」の３３％「中止すべきだ」の３２％と拮抗
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夫妻の逮捕は当然だが、
もらって買収された被買収の人たちに今
もって、検察から処分が下されないのは、おかしい。法廷で大半
の地方議員が買収目的でカネを受け取ったと認めているのにお
とがめなしです。2019 年の参院選で自民党本部が 1 億 5 千万円
もの選挙資金を河井陣営に送った使途もうやむやのままになっ
ています」 後ろめたさから自民党の広島の地方議員らは動き
が鈍く、盛り上がりに欠けているという。事実、広島県連幹部も
「事件に関わった議員は動かないで」と注意しているという。
「小泉進次郎環境相、
河野太郎ワクチン担当相ら知名度が高い幹
部の応援要請しようにも、イメージが悪すぎて、とても打診でき
ない状態です」
（自民党幹部） 案里氏が当選した 19 年の参院
選では広島選挙区定数 2 に対して野党も議席を獲得。もし自民
党が今回、敗れると 2 議席を野党に独占されてしまう前代未聞
の事態となる。そして 4 月に入り、震え上がるような世論調査の
数字が届いたという。 「3 月末には 5 ポイントほど自民党の西
田氏が野党候補の宮口氏をリードしていたが、4 月に入って形勢
が変わってきた。今はほぼ横並び。西田氏がやや優勢も 2 ポイン
トほどの差しかない。まだ出馬表明して 1 ヶ月にも満たない宮
口氏に追い上げられている。西田氏の事務所開きの際、広島県連
会長の岸田文雄元外相が地元の県議、市議を集めて、ハッパをか
けていた。それなのに支持は上がらず、手応えがないいかに河井
夫妻の事件の影響が大きいのか痛感している」
（自民党の広島県
議） この数字に最も慌てているのが、自民党総裁である菅義
偉首相だ。 案里氏の選挙戦では何度も広島入りして、仲良くパ
ンケーキを一緒に頬張る動画まで公開した。 「菅首相にとって
広島は相性がいいと思っていたようだ。広島だけは死守し、1 勝
1 敗 1 不戦敗というのが菅政権の既定路線。そこから衆院解散総
選挙の日程を考えようという方針だった。
広島もダメだとなれば、
菅降ろしが始まるだろう」
（自民党幹部）
4 月 25 日は名古屋市市長選の投開票も行われる。こちらは現
職の河村たかし市長に、
自民党を離党した横井利明氏が挑む。選
挙に強い河村氏だが、
今回は愛知県の大村秀章知事に対するリコ
ールの偽造署名問題で逆風が吹いている。 「世論調査で河村氏
と横井氏の差が拮抗と聞いている。
名古屋市は政令指定都市なの
で、野党系の河村氏に勝って自民党が市長の椅子を奪還すれば、
金星となる。20 日前後に菅首相が伊勢神宮を参拝するので、そ
の際、名古屋に電撃的に応援に入るという話もでている。ただ名
古屋も落とせば、4 連敗となり、まずいことになるだろう」
（前
出・自民党幹部）
自民党の二階俊博幹事長は 4 日放送のテ
レビ番組で、菅内閣不信任決議案が野党から提出されたら「直ち
に解散だ。その覚悟がありますか」と挑発した。しかし、その本
音は補選そのものをリセットしたいのかもしれない。
（今西憲之）
国民投票法、自・立の駆け引き始まる 今国会「結論」合意踏ま
え
時事通信 2021 年 04 月 03 日 14 時 30 分
憲法改正論議の前提となる国民投票法改正案の採決をめぐり、
与野党の駆け引きが始まった。
自民、
立憲民主両党は昨年１２月、
通常国会で「何らかの結論を得る」ことで合意。しかし、立憲は
自民の再三にわたる衆院憲法審査会の開催要求に応じていない。
秋までの衆院選も視野に、
６月１６日の会期末に向けて攻防が激
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化しそうだ。
与党と日本維新の会、国民民主党は２日、今国会初の衆院憲法
審幹事懇談会で、
８日に審査会を開いて改正案の質疑と自由討議
を行う方針で一致した。立憲、共産両党は欠席。与党筆頭幹事の
新藤義孝氏（自民）は記者団に、立憲などに審査会出席を促す考
えを示し、
「一刻も早い採決を求めたい」と強調した。
自民党関係者によると、２月初めに審査会実施を打診したが、
立憲側は
「２０２１年度予算案に関する衆院予算委員会の基本的
質疑が終わったら」と回答。その後も「参院で予算案を審議中」
などと拒んだという。
改正案は憲法改正国民投票の利便性を高める内容で、
１８年６
月に与党と維新などが提出。立憲などは「安倍改憲に反対」と主
張し、菅政権発足後の昨年１１月にようやく実質審議入りした。
だが、採決には至らず８国会にわたり継続審議中だ。
自民党は衆院選のアピール材料にする思惑もあり、
「結論を得
る」との合意を踏まえ今国会で成立させたい意向。佐藤勉総務会
長は２日の記者会見で
「野党がなぜ出てこないのか理解できない」
と批判。公明党の北側一雄副代表も会見で「速やかに審議、採決
させていただきたい」と訴えた。
立憲は２日の幹事懇を受けて態度を一段と硬化させた。
幹事の
一人である奥野総一郎氏は記者団に、
従来要求しているＣＭ規制
の議論に触れ
「与党側から並行審議など何の提案もない中で一方
的に進めるのは断じて許せない」
と反発。
８日の出席は
「難しい」
と語っており、開催は微妙だ。
衆院選で立憲は共産、国民両党との共闘を図る。ただ、改正案
に共産は反対、国民は賛成の立場で、足並みは既に乱れている。
立憲自身は賛否を明確に決めていない段階だが、
支持層には反
対論が根強い。
関係者は最終的に安住淳国対委員長らの総合的な
判断だとした上で「選挙前の成立は避けたい。
『結論』には廃案
も含まれる」と指摘した。

