2021 年 4 月 6 日
ＪＮＮ世論調査

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

ＪＮＮ世論調査詳報

しますか？評価しませんか？

※4 月 3、4 日調査。％のあとの数字は 3 月 6、7 日の調査と

評価する 38 －7

の比較（ポイント＝pt）
。報道は 4 月 5 日 3 時 59 分

評価しない 50 ＋5

内閣・政党支持率
菅内閣を支持しますか？

答えない・わからない 12 ＋1
“まん延防止”適用決定について

菅内閣についてどう思いますか？

政府は感染者数が急増していることを受けて大阪・兵庫・

次の 4 つの中から 1 つだけ選んでください

宮城に「まん延防止重点措置」を適用することを決めまし

非常に支持できる 3.4％ ±0pt

た。

ある程度支持できる 41.0 +1.7

あなたはこの決定をどのように評価しますか？次の 3 つ

あまり支持できない 42.3 +1.4

の中から１つだけ選んでください。

まったく支持できない 10.4 －1.9

過剰だ 5

答えない・わからない 3.0 －1.2

適切だ 56

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 15.7 －1.1

不十分だ 36
答えない・わからない 4
自粛疲れについて？
あなたは「自粛」期間が長引くことによる疲れをどの程

閣僚の顔ぶれがよい 4.6 －0.7

度感じていますか。次の 4 つの中から１つだけ選んでく

政策に期待できる 11.4 ＋0.5

ださい。

自民党を中心とした内閣だから 21.6 －4.7

とても感じる 16

特に理由はない 44.1 ＋5.1

ある程度感じる 45

答えない・わからない 2.6 ＋0.9

あまり感じない 31

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。

全く感じない 7
答えない・わからない 1
ワクチンを接種したい？

菅総理に期待できない 23.9 －7.3

新型コロナウイルスワクチンの接種が始まっています。

閣僚の顔ぶれがよくない 12.7 ＋2.4

あなたはワクチンを接種したいですか？接種したくない

政策に期待できない 32.4 ＋4.8

ですか？

自民党を中心とした内閣だから 13.0 －0.9

接種したい 71 ＋5

特に理由はない 14.7 ＋3.7

接種したくない 23 －4

答えない・わからない 3.3 ＋1.4
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 35.6 －2.7

答えない・わからない 6 －1
選択的夫婦別姓について
選択的夫婦別姓の導入について
あなたは夫婦が同じ名字でも別々日名字でも自由に選べ
る「選択的夫婦別姓」の導入に賛成ですか？反対ですか？

立憲民主党 4.9 ＋0.1

賛成 63

公明党 3.1 ＋1.1

反対 26

共産党 2.6 ＋0.2

答えない・わからない 11

日本維新の会 1.4 －1.7
国民民主党 0.5 －0.4

東京五輪について？
五輪はどうすべき？

社民党 0.3 ±0

あなたは、今年夏に予定される東京オリンピック・パラリ

れいわ新選組 0.5 ±0

ンピックについてどうすべきだと思いますか？次の 3 つ

NHK受信料を支払わない方法を教える党 0.1 －0.3

の中から 1 つ選んでください。

その他の政党 0.5 ＋0.2

予定通り開催すべきだ 31 ＋3

支持政党はない 47.0 ＋5.6

延期すべきだ 33 －1

答えない・わからない 3.6 －1.9

中止すべきだ 32 －1

新型コロナウイルスについて

答えない・わからない 4 ±0

聖火リレーを続けるべき？
（前問で「予定通り開催すべきだ」の場合）
あなたは、先月 25niti 場合から始まっている聖火リレー

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」

を続けるべきだと思いますか？やめるべきだと思います

を適用したことについて、
「適切だ」と考える人が５６％にの

か？

ぼることが最新のＪＮＮの世論調査でわかりました。

続けるべき 81

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

やめるべき 13

ポイント増えて４４．４％と、２か月連続で上昇しました。支

答えない・わからない 6

持できないという人は０．５ポイント減って５２．７％でした。

衆院の解散総選挙について

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

解散総選挙はいつ行うのがよい？

取り組みについて聞いたところ、
「評価する」は３８％、
「評価

現在の衆議院議員の任期は今年 10 月までです。衆議院の解

しない」は５０％でした。

散・総選挙についてあなたはいつ行うのがよいと思います
か？次の 4 つの中から 1 つだけ選んでください。

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」

できるだけ早く 8

と答えたのは５％。
「適切だ」が５６％ともっとも多く、
「不十

東京オリンピック開催までに 6

分だ」は３６％でした。

9 月の自民党総裁までに 28

新型コロナによる「自粛」生活が長引く中、どの程度疲れを

任期満了までに行う必要はない 51

感じているか尋ねました。
「とても感じる」
「ある程度感じる」

答えない・わからない 7

を合わせると６１％と、
「あまり感じない」
「まったく感じない」

厚労省職員の会食について
深夜まで送別会をした問題への処分は？

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

厚生労働省の職員23人が深夜まで送別会を開いていた問題

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」

で、田村厚生労働大臣は主催した課長の事実上の更迭や大

が３１％で、
「延期すべきだ」の３３％「中止すべきだ」の３

臣給与の 2 か月分の自主返納などを発表しました。

２％と拮抗しました。また、
「予定通り開催すべきだ」と答え

あなたは、こうした処分で納得できますか？納得できませ

た人のうち８１％が聖火リレーを「続けるべき」としていて、

んか？

「やめるべき」の１３％を大きく上回っています。

納得できる 37

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

納得できない 57

る「選択的夫婦別姓」導入の是非を尋ねたところ、
「賛成」は

答えない・わからない 6

６３％と「反対」の２６％を上回りました。

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 8 人の中から 1 人だけあげてください。
石破茂 20 ＋1
加藤勝信 1 ±0
岸田文雄 5 ±0
小泉進次郎 15 ＋3
河野太郎 23 －5
菅義偉 9 ＋2
野田聖子 3 ±0
茂木敏充 1 －1
それ以外 1 ±0
答えない・わからない 21 －1
【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 2210（固定 936、携帯 1274）
有効回答 1242（56.2％）
、固定 607（64.9％）
・携帯 635
（49.8％）

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、５１％でした。

