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東京都に発令された４度目の緊急事態宣言について、
読売新聞
社が９～１１日に実施した全国世論調査では、
効果を疑問視する
声が半数を超えた。宣言が感染拡大防止に効果があると「思う」
は３８％で、
「思わない」の５６％を下回った。

2021 年 7 月 13 日～12 日
世論調査（読売新聞・ＮＮＮ、ＮＨＫ）
菅内閣の支持率３７％、不支持は過去最高の５３％…読売世論
調査
読売新聞 7/12(月) 22:01 配信

菅首相
４回目の緊急事態宣言が出され、夜
を迎えた渋谷のスクランブル交差点（１２日）
新型コロナを巡るこれまでの政府の対応を「評価する」は２
８％（前回６月４～６日調査２７％）で、厳しい見方が続いてい
る。
ワクチン接種を巡る政府対応についても
「評価する」
は３６％
と低く、
「評価しない」が５９％に上った。
菅内閣「不支持」５３％…発足以来“最高”
NNN2021 年 7 月 12 日 22:00
ＮＮＮと読売新聞が今月９日から１１日まで行った世論調査で、
菅内閣を「支持しない」と答えた人は５３パーセントで、政権発
足以来、最も高くなりました。
世論調査で、菅内閣を「支持する」と答えた人は政権発足以来、
最低だった、先月の調査から横ばいで３７パーセントでした。一
方、
「支持しない」と答えた人は先月より３ポイント上がり、５
３パーセントで、政権発足以来、最も高くなりました。
東京オリンピックは東京都など、
ほとんどの会場で無観客での開
催が決まりましたが、
どうするのがよかったか、
たずねたところ、
「中止する」が最も多く４１パーセント、
「無観客で行う」が４
０パーセント、
「少しでも観客を入れる」が１７パーセントでし
た。
新型コロナウイルスをめぐる政府のこれまでの対応については、
「評価しない」も「評価する」も、先月の調査から、ほぼ横ばい
でした。
一方、
ワクチン接種をめぐる政府のこれまでの対応を評価するか、
たずねたところ、
「評価しない」が５９パーセント、
「評価する」
は３６パーセントでした。
政府が、
東京都に出した４度目の緊急事態宣言は感染拡大防止に
効果があるかについては、
「あると思わない」
が５６パーセント、
「あると思う」が３８パーセントでした。
■ＮＮＮ・読売新聞世論調査
７／９～１１全国有権者に電話調査
固定電話 ４３３人（回答率６３％）
携帯電話 ６３５人（回答率４５％）
合計 １０６８人が回答
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．ｊｐ／ｙｏｒｏｎ／

菅内閣の支持率は３７％となり、
昨年９月の内閣発足以降最低
だった前回（６月４～６日調査）の３７％から横ばいだった。不
支持率は５３％（前回５０％）に上がり、内閣発足後で最高とな
った。不支持率が支持率を上回るのは今年５月から３回連続。支
持率低迷の背景には、
政府の新型コロナウイルス対策や五輪対応
への不満があるとみられる。
政党支持率は自民党３６％（前回３３％）
、立憲民主党５％（同
５％）などの順で、無党派層は４３％（同４８％）だった。全国
世論調査は、読売新聞社が９～１１日に実施した。
「五輪中止」
「無観客開催」４割ずつで拮抗…読売世論調査
読売新聞 2021/07/12 22:02

© 読売新聞 五輪マーク
読売新聞社が９～１１日に実施した全国世論調査で、
ほとんど
の会場で無観客開催が決まった東京五輪について、
どうするのが
よかったと思うかを聞くと、
「無観客で行う」は４０％だった。
前回調査（６月４～６日）で同様の質問をした際は、
「観客を入
れずに開催する」は２６％だった。政府や東京都などの決定を受
け、肯定する意見が広がったようだ。
ただ、
「中止する」と答えた人も４１％（前回４８％）と依然
として高く、大会を目前に控え、世論は二分されている。
「少し
でも観客を入れる」は１７％だった。
五輪の競技をテレビなどで見たいと「思う」と答えた人は７
４％だった。
五輪の中止を求めた人でも５５％が観戦する意向を
示した。

菅内閣支持率３７％ 政権発足以来最低
ＮＮＮ2021 年 6 月 6 日 22:04
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

緊急事態宣言「効果ない」５６％、政府の対応「評価」は２８％
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持する」と答えた人が３７％と、政権発足以来、最低となりまし
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
６ポイント下がって３７％。
「支持しない」は４ポイント上がっ
て５０％でした。
また、今年夏の東京オリンピック・パラリンピックについて、ど
うするのがよいか尋ねたところ、
「中止する」
と答えた人が４８％。
一方で、
「観客を入れずに開催する」と「観客数を制限して開催
する」があわせて５０％となっています。海外から来る選手や関
係者への「感染対策が十分だと思わない」と答えた人は６割を超
えました。
また、新型コロナウイルスの感染対策が長期化したことによる
「自粛疲れ」について、
「感じている」と答えた人は約７割にの
ぼりました。具体的に感じているストレスについて、複数回答を
可能として尋ねたところ、
「外食や旅行に行けなくなった」が約
８割でトップ。次いで「人と会いづらくなった」
「感染対策が不
十分な人がいる」などとなっています。
■ＮＮＮ・読売新聞世論調査
６／４～６ 全国有権者に電話調査
固定電話 ４２８人（回答率６０％）
携帯電話 ６４２人（回答率４６％）
合計 １０７０人が回答
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．ｊｐ／ｙｏｒｏｎ／
世論調査 菅内閣「支持しない」53％ 政権発足以来、最高に
ＮＮＮ7/12(月) 22:00 配信
NNN と読売新聞が今月 9 日から 11 日まで行った世論調査で、
菅内閣を「支持しない」と答えた人は 53 パーセントで、政権発
足以来、最も高くなりました。

パーセント、
「少しでも観客を入れる」が 17 パーセントでした。

新型コロナウイルスをめぐる政府のこれまでの対応については、
「評価しない」も「評価する」も、先月の調査から、ほぼ横ばい
でした。

一方、
ワクチン接種をめぐる政府のこれまでの対応を評価するか、
たずねたところ、
「評価しない」が 59 パーセント、
「評価する」
は 36 パーセントでした。
政府が、東京都に出した 4 度目の緊急事態宣言は感染拡大防止
に効果があるかについては、
「あると思わない」が 56 パーセン
ト、
「あると思う」が 38 パーセントでした。 ■NNN・読売新聞
世論調査 7/9～11 全国有権者に電話調査 固定電話 433
人（回答率 63％） 携帯電話 635 人（回答率 45％） 合計
1068 人が回答
菅内閣不支持“最高”に 政治部デスク分析
ＮＮＮ2021 年 7 月 12 日 22:02
ＮＮＮと読売新聞が今月９日から１１日まで行った世論調査で、
菅内閣を「支持しない」と答えた人は５３パーセントで、政権発
足以来、最も高くなりました。
この世論調査の結果について、
日本テレビ政治部の竹内真デスク
と詳しく見ていきます。
◇
Ｑ．不支持が５３パーセントと、政権発足以来、最も高くなりま
した。そして、
「支持する」も３７パーセントで、先月と同じく
「最低タイ」でした。どう分析しますか？
■竹内デスク
支持しない理由は、菅首相に「指導力がない」が最も多く４１パ
ーセント、次いで「政策に期待できない」が２２パーセント、そ
して、
「首相が信頼できない」が１７パーセントなどとなってい
ます。
Ｑ．具体的な原因は何にあると分析されますか？
■竹内デスク
ふだん支持する政党別にみてみると、わかったことがあります。
自民党支持層では、
「支持」は６８パーセントと底堅いです。こ
れはある意味、当たり前です。ところが、支持する政党はない、
いわゆる「無党派層」では「支持」は１８パーセント、
「不支持」

世論調査で、菅内閣を「支持する」と答えた人は政権発足以来、
最低だった、先月の調査から横ばいで 37 パーセントでした。一
方、
「支持しない」と答えた人は先月より 3 ポイント上がり、53
パーセントで、政権発足以来、最も高くなりました。

東京オリンピックは東京都など、
ほとんどの会場で無観客での開
催が決まりましたが、
どうするのがよかったか、
たずねたところ、
「中止する」が最も多く 41 パーセント、
「無観客で行う」が 40
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感じない」が 15％、
「まったく感じない」が 3％でした。

は７１パーセントに達しています。
回答者の支持政党の割合を見ると、
自民党支持層は３６パーセン
ト、無党派層は４３パーセントです。大きなかたまりである、無
党派層での支持の低迷が、
全体の結果に大きく影響したと言えそ
うです。
Ｑ．では、なぜ無党派層では不支持が多いのでしょうか。
■竹内デスク
無党派層で、新型コロナウイルスをめぐる政府の対応について、
「評価しない」人は７５パーセントに達します。全体でも、
「評
価しない」人は６６パーセントと高いですが、それより１０ポイ
ント近く高くなっています。
菅内閣の支持率がなかなか振るわないのは、
無党派層の支持が得
られていないこと、そして、その背景には、コロナ対応で評価さ
れていないことが原因と言えそうです。
＜ＮＮＮ・読売新聞世論調査＞
７／９～１１全国有権者に電話調査
固定電話 ４３３人（回答率６３％）
携帯電話 ６３５人（回答率４５％）
合計 １０６８人が回答
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｖ．ｃｏ．ｊｐ／ｙｏｒｏｎ／

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 4％、
「ある程度評価する」が 36％、
「あまり評価しな
い」が 38％、
「まったく評価しない」が 19％でした。

政府は東京都に 4 回目の緊急事態宣言を出しました。再び宣言
を出すことで、
感染防止の効果がどの程度あると思うか聞きまし
た。
「大いにある」が 6％、
「ある程度ある」が 33％、
「あまりない」
が 41％、
「まったくない」が 15％でした。

菅内閣 「支持」33％ 内閣発足以降最も低く 「不支持」は 46％
NHK2021 年 7 月 12 日 19 時 00 分
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 4 ポイント下がって 33％と、去年 9 月の発足以
降最も低くなりました。一方、
「支持しない」と答えた人は、1 ポ
イント上がって 46％で、発足以降最も高くなりました。
NHK は、今月 9 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号に
電話をかける「RDD」という方法で世論調査を行いました。
調査の対象となったのは、2090 人で、59％にあたる 1224 人か
ら回答を得ました。
菅内閣を「支持する」と答えた人は先月より 4 ポイント下がって
33％と、去年 9 月の発足以降、最も低くなりました。
一方、
「支持しない」と答えた人は、1 ポイント上がって 46％で、
発足以降、最も高くなりました。
支持する理由では、
「他の内閣より良さそうだから」が 41％、
「人
柄が信頼できるから」が 23％、
「支持する政党の内閣だから」が
22％などとなりました。
支持しない理由では、
「実行力がないから」が 40％、
「政策に期
待が持てないから」が 36％、
「人柄が信頼できないから」が 13％
などとなりました。

東京オリンピックでは、東京など首都圏の 1 都 3 県の会場を無
観客にすることになりました。
この決定をどう思うか聞いたところ、
「適切だ」が 39％、
「観客
を制限して入れるべきだ」が 22％、
「観客を制限せずに入れるべ
きだ」が 4％、
「大会は中止すべきだ」が 30％でした。

東京大会を開催する意義や感染対策についての政府や組織委員
会などの説明にどの程度納得しているか聞きました。
「大いに納得している」
が3％、
「ある程度納得している」
が28％、
「あまり納得していない」が 42％、
「まったく納得していない」
が 23％でした。

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感
じるか聞きました。
「大いに感じる」が 34％、
「ある程度感じる」が 45％、
「あまり

東京大会で来日する海外の選手などに対する政府の水際対策を、
どの程度評価するか聞きました。
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「大いに評価する」が 5％、
「ある程度評価する」が 33％、
「あま
り評価しない」が 36％「まったく評価しない」が 21％でした。

一方、野党支持層と支持なし層では「ある」が 30%台で「ない」
が「ある程度」と「まったく」をあわせて、いずれの層でも 60%
台でした。

新型コロナウイルスのワクチンを接種したいか聞きました。
「接種したい」が 32％、
「接種したくない」が 5％、
「迷ってい
る」が 13％、
「もう接種した」が 46％でした。
NHK 世論調査 2021 年 7 月（7 月 12 日更新）
内閣支持 33%、不支持 46%（NHK 世論調査）
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 4 ポイント下がって 33%と、去年 9 月の発足以
降最も低くなりました。一方、
「支持しない」と答えた人は、1 ポ
イント上がって 46%で、発足以降最も高くなりました。
NHK は、今月 9 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号に
電話をかける「RDD」という方法で世論調査を行いました。
調査の対象となったのは、2090 人で、59%にあたる 1224 人か
ら回答を得ました。
菅内閣を「支持する」と答えた人は先月より 4 ポイント下がって
33%と、去年 9 月の発足以降、最も低くなりました。一方、
「支
持しない」と答えた人は、1 ポイント上がって 46%で、発足以
降、最も高くなりました。
支持する理由では、
「他の内閣より良さそうだから」が 41%、
「人
柄が信頼できるから」が 23%、
「支持する政党の内閣だから」が
22%などとなりました。
支持しない理由では、
「実行力がないから」が 40%、
「政策に期
待が持てないから」が 36%、
「人柄が信頼できないから」が 13%
などとなりました。
そのほかの質問
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感
じるか聞きました。
「大いに感じる」が 34%、
「ある程度感じる」が 45%、
「あまり
感じない」が 15%、
「まったく感じない」が 3%でした。
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 4%、
「ある程度評価する」が 36%、
「あまり評価しない」
が 38%、
「まったく評価しない」が 19%でした。
政府は東京都に 4 回目の緊急事態宣言を出しました。再び宣言
を出すことで、
感染防止の効果がどの程度あると思うか聞きまし
た。
「大いにある」が 6%、
「ある程度ある」が 33%、
「あまりない」
が 41%、
「まったくない」が 15%でした。
詳しい分析をみる
4 回目の緊急事態宣言を出すことで感染防止の効果がどの程度
あるかの回答を支持政党別に見てみます。
与党支持層で「ある」と答えたのは「大いに」と「ある程度」を
合わせて 52%で半数を上回りました。

年代別では、70 歳以上で「ある」と「ない」が同じ程度だった
のに対し、60 代まででは「ない」が「ある」より多く、特に、
30 代まででは、71%に上りました。
宣言の対象地域となった東京では「ない」が 61%で、
「ある」の
37%を上回りました。
東京オリンピックでは、東京など首都圏の 1 都 3 県の会場を無
観客にすることになりました。
この決定をどう思うか聞いたところ、
「適切だ」が 39%、
「観客
を制限して入れるべきだ」が 22%、
「観客を制限せずに入れるべ
きだ」が 4%、
「大会は中止すべきだ」が 30%でした。
詳しい分析をみる

東京オリンピックで、1 都 3 県の会場を無観客にする決定をどう
思うかの回答を支持政党別に見てみます。
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与党支持層では「適切だ」と答えた人が 45%、
「観客を制限して
入れるべきだ」が 30%、
「大会は中止すべきだ」が 19%となって
います。
一方、
野党支持層では
「中止すべきだ」
が 42%、
「適切だ」
が 34%、
「制限して入れるべきだ」が 18%でした。
支持なし層では「適切だ」と「中止すべきだ」がともに 38%、
「制限して入れるべきだ」が 18%となっています。
年代別で見ると、50 代以上では「中止すべきだ」がおよそ 30%
でしたが、40 代までの比較的若い人では 38%となっています。
このうち 30 代まででは、
「適切だ」が 35%、
「中止すべきだ」が
38%で、ほぼ同じでした。
開催地の東京では、
「適切だ」が 40%、
「中止すべきだ」が 35%
でした。
東京大会を開催する意義や感染対策についての政府や組織委員
会などの説明にどの程度納得しているか聞きました。
「大いに納得している」
が 3%、
「ある程度納得している」
が 28%、
「あまり納得していない」が 42%、
「まったく納得していない」
が 23%でした。
東京大会で来日する海外の選手などに対する政府の水際対策を、
どの程度評価するか聞きました。
「大いに評価する」が 5%、
「ある程度評価する」が 33%、
「あま
り評価しない」が 36%、
「まったく評価しない」が 21%でした。
新型コロナウイルスのワクチンを接種したいか聞きました。
「接種したい」が 32%、
「接種したくない」が 5%、
「迷っている」
が 13%、
「もう接種した」が 46%でした。
住んでいる地域の洪水や土砂災害などの危険がある場所を示し
た地図、
ハザードマップを確認したことがあるかないか聞きまし
た。
「確認したことがある」が 67%、
「確認したことはない」が 28%
でした。
災害時に避難する場合、
何からの情報を最も重視するか聞いたと
ころ、
「テレビやラジオ」が 48%、
「インターネットや SNS」が
17%、
「自治体の防災無線など」が 24%、
「家族や知人の呼びか
け」が 7%でした。
詳しい分析をみる

災害時に避難する場合、
何からの情報を最も重視するかの回答を、
年代別に見てみます。
40 代以上では「テレビやラジオ」と答えた人が 50%前後で最も
多くなっています。
30 代まででは「テレビやラジオ」は 27%にとどまり、
「インター
ネットや SNS」が 35%で他の年代と比べて多くなっています。
また、人口規模別で見ても違いがみられ、
「自治体の防災無線な
ど」と答えた人の割合は人口が少なくなるほど高くなっていて、
「特別区と人口 100 万以上の市」では 11%でしたが、
「人口 5 万
未満の市町村」では 44%となっています。
政党支持率（％）
政党名
自民党

34.9

立憲民主党

6.0

公明党

3.3

日本維新の会

2.1

共産党

3.3

国民民主党

0.8

社民党

0.3

れいわ新選組

0.2

その他の政治団体

0.8

特に支持している政党はない 41.9
わからない、無回答

6.3

調査概要
調査期間 7 月 9 日(金)〜11 日(日)
調査方法 電話法（固定・携帯ＲＤＤ）
調査相手 全国 18 歳以上 2,090 人
回答数(率) 1,224 人（58.6%）
各党の支持率は NHK 世論調査
NHK2021 年 7 月 12 日 19 時 43 分

各党の支持率です。
「自民党」が 34.9％、
「立憲民主党」が 6.0％、
「公明党」が 3.3％、
「日本維新の会」が 2.1％、
「共産党」が 3.3％、
「国民民主党」が
0.8％、
「社民党」が 0.3％、
「れいわ新選組」が 0.2％、
「特に支持
している政党はない」が 41.9％でした。
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