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2021年 8月 9日 

世論調査（ＪＮＮ） 

 

ＪＮＮ世論調査、五輪開催「よかった」６１％ 内閣支持は過

去最低 

ＪＮＮ8月 9日 2時 27分 

 東京オリンピックについて、開催して「よかった」と答えた

人が６１％だったことが最新のＪＮＮの世論調査でわかりま

した。一方、菅内閣の支持率は過去最低を更新しています。 

 菅内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より１０．

１ポイント下落し３２．６％と、政権発足後最低を更新しまし

た。支持できないという人は、９．２ポイント増え６３．５％

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」は先月より９ポ

イント下落し２９％、「評価しない」は６２％でした。 

 政府は東京など６都府県に緊急事態宣言を出していますが、

この措置について「緩すぎる」と答えた人は４９％で、続いて

「妥当だ」が４１％、「厳しすぎる」は６％でした。宣言の効

果については「あまり効果はない」「まったく効果はない」と

考える人があわせて７６％に達しています。 

 新規感染者数の急増を受け、政府が新たに打ち出した重症

者と重症化リスクのある患者を重点的に入院させる方針につ

いて、「納得できる」と答えた人は３６％、「納得できない」は

５９％でした。 

 ８日に閉幕した東京オリンピックの評価について聞きまし

た。「開催してよかった」は２５％、「どちらかといえば開催し

てよかった」は３６％で、両者をあわせると６１％でした。「ど

ちらかといえば開催すべきでなかった」は２４％、「開催すべ

きでなかった」は１４％でした。一方で、オリンピックが感染

拡大につながったと思うかという質問に対しては、「つながっ

た」「ある程度つながった」をあわせると６０％に達していま

す。 

 今月２４日から始まるパラリンピックについてどうすべき

か聞いたところ、もっとも多かったのは「無観客で開催すべき

だ」の６９％でした。 

 

ＪＮＮ世論調査詳報 

※8月 7、8日調査。％のあとの数字は前回 7月 3、4日の調

査との比較（ポイント＝pt）。報道・配信は 8月 9日 2時 27

分 

内閣・政党支持率 

 菅内閣を支持しますか？ 

 菅内閣についてどう思いますか？次の 4つの中から 1つだ

け選んでください 

   非常に支持できる 3.4％ －0.7pt 

   ある程度支持できる 29.2 －9.4 

   あまり支持できない 41.4 ＋2.8 

   まったく支持できない 22.0 ＋6.4 

   答えない・わからない 4.0 ＋1.0 

 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 8.4％ －4.3pt 

   閣僚の顔ぶれがよい 5.7 －2.2 

   政策に期待できる 7.9 －2.4 

   自民党を中心とした内閣だから 36.0 ＋10.2 

   特に理由はない 39.8 －0.7 

   答えない・わからない 2.0 －0.8 

 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。 

   菅総理に期待できない 30.3％ ＋8.4pt 

   閣僚の顔ぶれがよくない 7.3 －1.6 

   政策に期待できない 40.6 ＋4.4 

   自民党を中心とした内閣だから 11.8 －7.8 

   特に理由はない 8.3 －2.0 

   答えない・わからない 1.7 －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 32.4％ －1.2pt 

   立憲民主党 5.4 －0.7 

   公明党 3.5 ±0 

   共産党 2.1 －1.3 

   日本維新の会 2.8 ＋0.7 

   国民民主党 0.6 ±0 

   社民党 0.2 －0.2 

   れいわ新選組 0.4 ±0 

   NHKと裁判してる党弁護士法 72条違反で 0 ±0 

   その他の政党 0.2 －0.1 

   支持政党はない 48.7 ＋2.6 

   答えない・わからない 3.5 －0.1 

新型コロナウイルスについて 

 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

しますか？評価しませんか？ 

   評価する 29％ －9pt 

   評価しない 62 ＋11 

   答えない・わからない 9 －3 

 緊急事態宣言について？ 

現在、東京など６都府県に緊急事態宣言が出ています。 

あなたはこの措置についてどう評価しますか？次の 3 つ

の中から 1つ選んでください。 

   厳しすぎる 6％ 

   妥当だ 41 

   緩すぎる 49 
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答えない・わからない 4 

 緊急事態宣言の効果について？ 

  あなたは、今回の緊急事態宣言がどの程度効果があると

思いますか？次の 4つのなかから１つ選んでください。 

    非常に効果がある 1％ 

    ある程度効果がある 22 

    あまり効果はない 51 

    全く効果はない 25 

答えない・わからない 1 

 医療提供体制について？ 

  感染者数の急増を受けて、政府は重症者と重症リスクの

ある患者を重点的に入院させ、それ以外の患者は自宅療

養とする方針を打ち出しました。 

  あなたはこの方針に納得できますか？納得できません

か？ 

   納得できる 36％ 

   納得できない 59 

   答えない・わからない 6 

ワクチンを接種したい？ 

新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まっています。 

あなたはワクチンを接種したいですか？接種したくない

ですか？それとももう接種を受けましたか？ 

  接種したい 28％ －24pt 

   接種したくない 13 ＋1 

   もう接種した 57 ＋23 

    答えない・わからない 2 －1 

 ワクチンスケジュールについて？ 

政府は、希望するすべての国民へのワクチン接種につ

いて、11月末までに終えることを目指すとしています。 

あなたは、この目標を達成できると思いますか？思い

ませんか？ 

できると思う 26％ 7/3,4日調査との比較－4pt 

できると思わない 66 ＋3 

   答えない・わからない 8 ＋1 

東京五輪について？ 

 東京五輪をどのように評価する？ 

  東京オリンピックが 8日に閉幕します。 

あなたは、今回のオリンピックをどのように評価します

か？次の 4つの中から 1つ選んでください。 

   開催してよかった 25％ 

どちらかといえば開催してよかった 36 

どちらかといえば開催すべきでなかった 24 

開催すべきでなかった 14 

   答えない・わからない 2 

 五輪がコロナ感染拡大につながった？ 

  あなたは今回のオリンピックが感染拡大につながったと

思いますか？次の 4つの中から 1つ選んでください。 

   つながったと思う 20％ 

ある程度つながったと思う 40 

あまりつながったとは思わない 27 

つながったとは思わない 11 

   答えない・わからない 2 

 東京パラリンピックについて？ 

  今月 24日から始まる東京パラリンピックについて、あな

たはどのようにすべきだと思いますか？次の 3 つの中か

ら 1つ選んでください。 

   観客を入れて開催すべきだ 6％ 

   無観客で開催すべきだ 69 

   中止すべきだ 23 

   答えない・わからない 3 

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 9人の中から 1人だけあげてください。 

   安倍晋三 10％ －2pt 

石破茂 20 ＋4 

   加藤勝信 2 ＋1   

   岸田文雄 4 ＋1 

   小泉進次郎 12 ±0 

   河野太郎 17 －1 

   菅義偉 5 －3 

   野田聖子 3 ＋1 

   茂木敏充 2 ＋1 

それ以外 0 ±0 

答えない・わからない 25 －2 

【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 2478（固定 1069、携帯 1409） 

 有効回答 1218（49.2％）、固定 608（56.9％）・携帯 610

（43.3％） 

 


