
 

 

2021年 9月 6日～5日 

世論調査（共同、JNN、NNN） 

 

次の首相に、河野氏トップ 31％ 石破氏 26％、岸田氏は 18％ 

2021/9/5 18:55 (JST)9/6 08:42 (JST)updated共同通信社 

河野太郎行革相 

 菅義偉首相の退陣意向表明を受け、共同通信社が 4、5両日

に実施した全国緊急電話世論調査で、次の首相に「誰がふさわ

しいか」と聞いたところ、河野太郎行政改革担当相が 31.9％

でトップだった。石破茂元幹事長 26.6％、岸田文雄前政調会

長 18.8％が続いた。自民党議員 7 人を挙げた質問。4 位以下

は野田聖子幹事長代行 4.4％、高市早苗前総務相 4.0％、茂木

敏充外相 1.2％、下村博文政調会長 0.6％の順となった。 

 次の首相に何を最も望むか尋ねると「国民への説明能力」

36.3％、「リーダーシップ」28.4％が多かった。 

 有効回答者数は、固定電話538人、携帯電話 533人。 

菅内閣の支持率推移 

 

次期首相、トップは河野太郎氏 31％ 石破氏 26％、岸田氏は

18％ 共同通信緊急調査 

東京新聞 2021年 9月 5日 18時 19分 

河野太郎行革相 

 菅義偉首相の退陣意向表明を受け、共同通信社が４、５両日

に実施した全国緊急電話世論調査で、次の首相に「誰がふさわ

しいか」と聞いたところ、河野太郎行政改革担当相が３１・

９％でトップだった。石破茂元幹事長２６・６％、岸田文雄前

政調会長１８・８％が続いた。 

 菅首相の退陣意向表明については「退陣は当然だ」が５６・

７％、「退陣するべきではなかった」が３５・３％だった。首

相による約一年間の新型コロナウイルス対応を「評価する」と

答えたのは４０・４％、「評価しない」は５６・３％となった。 

 五日閉幕の東京パラリンピックが開催されて「よかった」は

６９・８％、「よくなかった」は２６・３％だった。開催をき

っかけに障害者との共生が「深まると思う」は６７・１％、「深

まると思わない」は２９・３％だった。（共同） 

 “次の総理にふさわしい”河野氏 31％ 共同通信調査 

ANN9/6(月) 10:45配信 

 共同通信の緊急世論調査では、河野太郎氏がトップとなっ

ています。  20代・飲食店勤務：「（Q.次期総裁、どのような

人を望みますか？）コロナで、飲食店ばかりターゲットにされ

て、規制がかかってると思うんですけど。飲食店だけじゃない

ところに、焦点を当ててやってくれる人がいい」  30代・会

社員：「（Q.次期総裁、どのような人を望みますか？）自分の言

葉で、親身になって伝えてくれるような方ですね。（菅首相は）

準備された言葉を読んでいるというような印象があった」  

共同通信が 5日までの 2日間に実施した、全国緊急電話世論

調査で、次の総理に「誰がふさわしいか」を聞いたところ、ト

ップは河野太郎行政改革担当大臣で 31.9％でした。  次に、

石破茂元幹事長が 26.6％、岸田文雄前政調会長が 18.8％と続

きました。  以降は、野田聖子幹事長代行が 4.4％、高市早

苗前総務大臣 4.0％、茂木敏充外務大臣が 1.2％、下村博文政

調会長が 0.6％の順となりました。 （「グッド！モーニング」

2021年 9月 6日放送分より） 

 

【速報】ＪＮＮ世論調査で「ポスト菅」 河野氏、石破氏、岸

田氏の順に 

JNN2021年 9月 5日 23時07分 

 この週末に実施したＪＮＮの世論調査で、自民党の次の総

裁に誰がふさわしいかたずねたところ、河野行革大臣が２

２％でトップとなり、以下、石破元幹事長２１％、岸田前政調

会長１４％の順でした。自民党支持層の中でも上位３人は同

じ順番でした。 

 

 選択肢が異なるので単純比較はできませんが、先月トップ

だった石破氏と河野氏の順位が逆転しているほか、岸田氏は

先月よりも１０ポイント増えています。 

 調査はこの土日に電話による聞き取り方式で行い、全国１

８歳以上、１２３７人の方から回答を得たものです。 

 

ＪＮＮ世論調査「ポスト菅」河野氏、石破氏、岸田氏の順に 

JNN2021年 9月 6日 3時 12分 

 この週末に実施したＪＮＮの世論調査で、自民党の次の総

裁に誰がふさわしいかたずねたところ、河野行革大臣が２

２％でトップとなり、以下、石破元幹事長２１％、岸田前政調

会長１４％の順でした。 

 菅内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より８．２

ポイント上昇し４０．８％。支持できないという人は７．３ポ

イント減って５６．２％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８ポ

イント上昇し３７％、「評価しない」は５４％でした。 

 現在、東京など２１都道府県に出されている緊急事態宣言

について、期限となる今月１２日で「解除できると思う」と答

えた人は８％にとどまり、「解除できるとは思わない」が８

９％に達しています。 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%80%9A%E4%BF%A1&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%A4%AA%E9%83%8E&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%AC%A1%E6%9C%9F%E7%B7%8F%E8%A3%81&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E8%8F%85%E9%A6%96%E7%9B%B8&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=%E6%AC%A1%E3%81%AE%E7%B7%8F%E7%90%86&fr=link_kw_nws_direct
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=129137&pid=450759&rct=politics


 

 

 きのう閉幕した東京パラリンピックの評価について聞いた

ところ、「開催してよかった」と「どちらかといえば開催して

よかった」をあわせると６６％に達しました。一方で、学校単

位で競技を観戦する学校連携プログラムについては「評価し

ない」が５５％にのぼっています。 

 自民党総裁選挙についていくつかたずねました。菅総理が

出馬しない考えを表明したことについて、「評価する」は６

８％、「評価しない」は２２％でした。 

 次の自民党総裁に誰がふさわしいか聞いたところ、トップ

は河野行政改革大臣で２２％、ついで石破元幹事長の２１％、

岸田前政調会長の１４％と続きました。高市前総務大臣、野田

幹事長代行はそれぞれ３％で、自民党支持層に限っても上位

３人の順番は変わりませんでした。 

 衆議院選挙の比例代表の投票先について聞いたところ、自

民党が３６．８％、立憲民主党が８．３％などとなりました。 

 

“ポスト菅”行方展望 カギは“人気２位”石破氏の出馬の有

無 

JNN2021年 9月 6日 11時37分 

 世論調査では次期総裁トップは河野大臣となっていますが、

「ポスト菅」レースは今後、どのような展開となるのでしょう

か。国会記者会館から中島記者の報告です。 

 各派閥がどの候補を支持するのか決めかねる中、総裁選の

行方のカギを握ると見られているのが石破元幹事長です。 

 石破氏はおととい、二階幹事長らと会談していますが、関係

者によると、二階氏からは「しっかり頑張れ、困ったら言って

くれ」と激励の言葉がかけられ、石破氏側は二階派から推薦人

の協力を得られるものと受け止めています。石破派幹部は「２

０人の推薦人の準備は整った」と話していて、今後、情勢を慎

重に見極めながら最終判断することにしています。 

 そして、石破氏が出馬するとなれば影響を受けるのが、河野

大臣です。世論調査でトップに立つ河野氏は、党員・党友票で

他の候補をリードすると見られていますが、河野氏の周辺は

「国民人気の高い石破さんが出てくると党員票が割れる。河

野さんにとっては痛手だ」と警戒感を示しています。 

 一方、出馬表明している岸田前政調会長はきょうも各議員

にあいさつ回りを行うなど、支持の拡大に精力的に動いてい

ます。 

 また、高市前総務大臣はこの週末、出馬に向けた政策作りを

行ったほか、野田幹事長代行も出馬に意欲を示しています。 

 総裁選の告示まであと１１日と迫る中、各候補は支持の拡

大に向け、今週も動きを活発化させることになります。 

 

ＪＮＮ世論調査詳報 

※9月 4、5日調査。％のあとの数字は前回 8月 7、8日の調

査との比較（ポイント＝pt）。報道・配信は 9月 5日 23時 07

分から 

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 4.7％ ＋1.3pt 

   ある程度支持できる 36.1 ＋6.9 

   あまり支持できない 38.7 －2.7 

   まったく支持できない 17.0 －5.0 

   答えない・わからない 3.0 －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 10.8％ ＋2.4pt 

   閣僚の顔ぶれがよい 5.7 ±0 

   政策に期待できる 13.5 ＋5.6 

   自民党を中心とした内閣だから 25.9 －10.1 

   特に理由はない 40.1 ＋0.3 

   答えない・わからない 3.9 ＋1.9 

 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 28.2％ －2.1pt 

   閣僚の顔ぶれがよくない 7.7 ＋0.4 

   政策に期待できない 35.6 －5.0 

   自民党を中心とした内閣だから 15.4 ＋3.6 

   特に理由はない 10.5 ＋2.2 

   答えない・わからない 2.6 ＋0.9 

 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 38.0％ ＋5.6pt 

   立憲民主党 5.5 ＋0.1 

   公明党 3.3 －0.2 

   共産党 2.6 ＋0.5 

   日本維新の会 1.7 －1.1 

   国民民主党 0.7 ＋0.1 

   社民党 0.2 ±0 

   れいわ新選組 0.3 －0.1 

   NHK と裁判してる党弁護士法 72 条違反で 0.1 ±

0.1 

   その他の政党 0.3 ＋0.1 

   支持政党はない 43.0 －5.7 

   答えない・わからない 4.3 ＋0.8 

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 37％ ＋8pt 

   評価しない 54 －8 

   答えない・わからない 9 ±0 



 

 

 緊急事態宣言の解除について？ 

現在、東京など 21 都府県に緊急事態宣言が出ています。 

あなたは期限である今月 12 日で宣言を解除できると思

いますか？思いませんか？ 

   解除できると思う 8％ 

   解除できると思わない 89 

   答えない・わからない 4 

 ワクチンを接種に不安は？ 

あなたは新型コロナウイルスのワクチンの接種について

どの程度不安をかんじかんじていますか？ 

次の 4つの中から 1つ選んでください。 

  大いに不安を感じる 16％ 

   多少不安を感じる 41 

   あまり不安を感じない 29 

   全く不安を感じない 14 

   答えない・わからない 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 22％ －4pt 

できると思わない 74 ＋8 

   答えない・わからない 5 －3 

自民総裁選について？ 

 菅首相の不出馬表明について？ 

菅総理は自民党の総裁選挙に出馬しない考えを表明しま

した。 

あなたはこの決断を評価しますか？評価しませんか？ 

   評価する 68％ 

評価しない 22 

   答えない・わからない 10 

 次の自民党総裁にふさわしいのは？ 

  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 10人の中から 1人だけあげてください。 

        全体  自民党支持 

安倍晋三  6％   8％ 

石破茂   21   20 

   加藤勝信   1   1   

   岸田文雄  14   17 

   小泉進次郎 11    8 

   河野太郎  22   25 

   菅義偉   2  2 

   高市早苗  3  6 

野田聖子  3  2 

   茂木敏充  1  1 

それ以外  0  ─ 

答えない・わからない 19  ─ 

衆院選について？ 

衆院選の時期について？ 

衆議院議員の任期は 10月 21日です。 

あなたは衆議院選挙について任期満了までに行うべきだ

と思いますか？ 

それとも任期を超えても総理大臣が日程を決めるべきだ

と思いますか？ 

   任期満了までに行うべきだ 43％ 

任期を超えても次の総理大臣が決めるべきだ 36 

   答えない・わからない 21 

比例代表の投票先について？ 

  仮に今、衆院選の投票をするとしたら比例代表ではどの

政党に投票したいと思いますか。一つだけお答えくださ

い。 

   自民党 36.8％ 

   立憲民主党 8.3 

   公明党 3.4 

   共産党 2.9 

   日本維新の会 2.7 

   国民民主党 1.2 

   社民党 0.6 

   れいわ新選組 0.5 

   NHKと裁判してる党弁護士法 72条違反で 0.3 

   その他の政党 0.2 

   投票しない 3.6 

   答えない・わからない 39.4 

東京パラリンピックについて？ 

 東京パラリンピックをどのように評価する？ 

東京パラリンピックが 5日に閉幕します。 

あなたは今回のパラ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 21％ 

   どちらかといえば開催してよかった 39 

   どちらかといえばかいさいすべきではなかった 20 

   開催すべきではなかった 12 

   答えない・わからない 3 

学校連携プログラムを評価する？ 

 今回のパラリンピックでは学校単位で児童・生徒が競技

を観戦する学校連携プログラムが実施されました。 

 あなたはこれを評価しますか？評価しませんか？ 

  評価する 37％ 

  評価しない 55 

答えない・わからない 8 

 

【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 2301（固定 985、携帯 1316） 

 有効回答 1237（53.8％）、固定 618（62.5％）・携帯 621

（47.2％） 



 

 

 

次の首相は？ トップは河野氏 23％～NNN・読売新聞 緊急

世論調査 

NNN2021年 9/5(日) 22:00配信 

NNN と読売新聞が 4 日と 5 日に行った緊急の世論調査で、

菅首相の次の首相には誰がふさわしいと思うか、たずねたと

ころ河野ワクチン担当大臣が 23％で最も多いことがわかりま

した。 

菅首相が自民党の総裁選挙に立候補しないことを表明したの

を受け、NNNと読売新聞は緊急の世論調査を行いました。 

次の首相にふさわし

いのは？ 

菅首相の次の首相には誰がふさわしいと思うか、たずねたと

ころ、河野氏が 23％で最も多く、石破元幹事長が 21％、岸田

前政調会長が 12％と続きました。そのほかの結果は、ご覧の

通りです。 

次の首相に取り組ん

でほしい政策や課題 

次の首相に、優先して取り組んでほしい政策や課題について

は「新型コロナウイルス対策」が 90％で最も多く、「景気や雇

用」が 81％、「外交や安全保障」が68％でした。 

 

首相にふさわしいと思う人の理由「発信力」「人柄」「改革意欲」

～NNN・読売新聞 緊急世論調査 

日テレNEWSNNN9/5(日) 22:00配信 

NNNと読売新聞が 9月 4日と 5日に行った緊急世論調査に

ついて、日本テレビ政治部の竹内真デスクが解説します。 

「次の首相にふさ

わしいのは？」自民党支持層では… 

――まず、菅首相の次の首相に誰がふさわしいと思うか、につ

いてです。河野氏が 23％で最も多く、石破氏、岸田氏と続い

ています。この結果をどう分析しますか？ この結果を自民党

支持層に限って見てみると、河野氏は 30％、石破氏は 21％、

岸田氏は 12％…などとなっています。河野氏は全体でも1位

ですが、自民党支持層に限ると 7 ポイント増えています。石

破氏と岸田氏は自民党支持層に限っても、数字は変わりませ

ん。 今回の自民党総裁選挙は党員や党友も投票できます。自

民党支持層がすべて党員党友というわけではありませんが、

傾向として、河野氏が優位であることがわかります。 

河野氏が首相にふさわ

しいと思う理由 

――ほかにも注目すべき点はありますか？ 首相にふさわし

いと思う人の理由についても、たずねてみました。 1 位の河

野氏を首相にふさわしいと思う人に理由をたずねたところ、

「発信力がある」が最も多く、「改革意欲がある」、「他の人よ

りまし」と続きました。 

石破元幹事長が首相に

ふさわしいと思う理由 

一方、2 位の石破氏は、「人柄が信頼できる」が最も多いとい

う結果でした。 

岸田前政調会長が首相

にふさわしいと思う理由 

総裁選挙への立候補を表明している、岸田氏は「改革意欲があ

る」が最も多くなりました。 

河野氏への期待は… 

河野さんは「発信力」や「改革意欲」が評価され、期待が高い

ことがうかがえます。 河野さんはすでに総裁選挙への立候補

の意向は固めています。正式に立候補を表明したのち、どうい

うふうにコロナ対策に取り組むと説明するのか。また、自民党
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内からあがる、ものごとを進める際に根回しなどの調整や配

慮が足りないとの指摘にどう反論、説明するのか、こうした点

が注目されます。 

■NNN・読売新聞世論調査 9／4～9／5 全国有権者に電話

調査 固定電話 478人（回答率 62％） 携帯電話 664人（回

答率 48％）  合計 1142人が回答 

 

NNN定例世論調査 2021年9月［緊急］ 

菅内閣支持率 

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 31% 

  支持しない 57% 

  その他 3% 

  答えない 9% 

支持不支持 

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 36 (32) +4 

立憲民主党 7 (5) +2 

公明党 3 (3) - 

共産党 3 (3) - 

日本維新の会 2 (2) - 

国民民主党 0 (0) - 

社民党 0 (0) - 

NHKと裁判してる党弁護士法 72条違反で 0 (0) - 

れいわ新選組 0 (0) - 

その他の政党 0 (0) - 

支持する政党はない 43 (49) -6 

答えない 5 (3) +2 

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 42% 

  立憲民主党 11% 

  公明党 4% 

  共産党 5% 

  日本維新の会 4% 

  国民民主党 1% 

  社民党 1% 

  NHKと裁判してる党弁護士法 72条違反で 0% 

  れいわ新選組 1% 

  その他の政党 0% 

  決めていない 24% 

  答えない 7% 

菅内閣の約 1年の実績を、全体として、評価しますか、評価し

ませんか。次の 4つの中から、1つ選んで下さい。 

  大いに評価する 9% 

  多少は評価する 46% 

  あまり評価しない 30% 

  全く評価しない 14% 

  答えない 2% 

菅首相は、自民党の総裁選に立候補せず、退陣する意向を表明

しました。菅首相が退陣することは、当然だと思いますか、そ

の必要はないと思いますか。 

  当然だ 47% 

  その必要はない 39% 

  答えない 14% 

自民党の政治家の中で、次の首相には、誰がふさわしいと思い

ますか。次の 10人の中から、1人だけ選んで下さい。 

  安倍晋三 5% 

  石破茂 21% 

  加藤勝信 1% 

  岸田文雄 12% 

  小泉進次郎 11% 

  河野太郎 23% 

  下村博文 0% 

  高市早苗 3% 

  野田聖子 2% 

  茂木敏充 1% 

  その他 0% 

  いない 12% 

  答えない 10% 

その人がふさわしいと思う理由を、次の 7 つの中から、いく

つでも選んで下さい。 

次の首相に、優先して取り組んでほしい政策や課題を、次の8

つの中から、いくつでも選んで下さい。 

  景気や雇用 81% 

  財政再建 66% 

  新型コロナウイルス対策 90% 

  年金など社会保障 66% 

  少子化対策 58% 

  外交や安全保障 68% 

  環境やエネルギー 61% 

  憲法改正 27% 

  その他 0% 

  とくにない 2% 

  答えない 1% 

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 58% 

  答えない 8% 

▼調査方法 

2021年 9月 4日(土)～9月 5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 772世帯の中から 478人、携



 

 

帯では応答のあった 1371人の中から 664人、計 1142人の回

答を得た。回答率は固定 62％、携帯 48％。 

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。 
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