
◆世論調査インデックス　（２０２１年１月－２０２１年７月発表分）
〈無作為抽出によるサンプル数５００以上の調査〉

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/1/4 処理水海洋放出 反対55% 本社世論調査 風評被害に不安 86% 11/11 12/21 全国 有権者 層化無作為2段 郵送 3,000 2,126 71

1/10 コロナ感染で心配なのは　「健康より世間の目」67% 本社世論調査

休業従わない飲食店に・・・「罰金」33%

 「判断尊重」62%　本社世論調査　世の中ギスギス84%が「不安感」

1/12 本社世論調査　コロナ下の生活どうですか

感染拡大後 ストレス「増えた」53%

男性47%、女性は58% 生活の変化そのものが直結

収束後もオンライン？「仕事」は好感、「友人関係」では敬遠

1/25 内閣支持33% 不支持45% 緊急事態宣言「遅すぎた」80% 本社世論調査 1/23 1/24 全国 有権者 RDD 固定電話 1,132 632 56

五輪「今夏開催」11% ワクチン接種「すぐ」21% 本社世論調査 携帯電話 2,026 1,015 50

2/16 内閣支持 横ばい34% ワクチン対応「評価」71% 本社世論調査 2/13 2/14 全国 有権者 RDD 固定電話 1,208 647 54

森会長の辞任 「当然だ」72% 本社世論調査 携帯電話 2,001 950 47

2/24 廃炉予定通り「期待できない」74% 福島県民世論調査 2/20 2/21 福島県 有権者 RDD 固定電話 1,955 1,049 54

復興「道筋ついた」50% 19年は52% 足踏み続く

3/22 緊急事態宣言の全面解除 「早すぎ」51%、「適切」32% 本社世論調査 3/20 3/21 全国 有権者 RDD 固定電話 1,155 609 53

菅内閣支持 回復40% 携帯電話 2,091 955 46

同性婚「認めるべきだ」65& 本社世論調査 18～29歳 86%

五輪海外客「受け入れない方がよい」85%

4/13 ワクチン対応「遅い」76% 本社世論調査 内閣支持率は横ばい 4/10 4/11 全国 有権者 RDD 固定電話 1,157 630 54

五輪「観客数を制限」49% 本社世論調査「今夏に開催」28% 携帯電話 2,006 921 46

デジタル庁創設「期待」44%

4/18 政治とカネ「大いに重視」53% 本社世論調査　衆院選の投票時 3/3 4/12 全国 有権者 層化無作為2段 郵送 3,000 2,175 73

首相交代どうあるべきか　衆院選で50% 自民内で35%

衆院比例区投票先 自民46%

5/3 改憲「必要」45% 「必要ない」44% 9条「変えない」61% 本社世論調査

権利制限する「緊急事態条項」　「改憲せず対応」54% 本社世論調査

「よい憲法」57%傾向一貫 ふだん意識すること「ない」68% 本社世論調査

国会で議論を「知る権利」が最多

最高裁の議論どうみるＮＨＫ受信料の義務「納得できない」64%

少数意見「尊重されていない」84% 支持政党「変えないほう」58%

一票に政治を動かす力は「ある」47% 「ない」49% 本社世論調査

5/17 菅内閣支持 急落33% 「安全安心な五輪」納得できぬ73% 本社世論調査 5/15 5/16 全国 有権者 RDD 固定電話 1,135 608 54

五輪「中止」43% 「再延期」40% 本社世論調査 携帯電話 2,056 919 45

6/21 五輪「無観客で」53% 菅内閣支持、横ばい34% 本社世論調査 6/19 6/21 全国 有権者 RDD 固定電話 1,149 607 53

ワクチン接種後の行動「外出増やす」36% 「自粛続ける」55% 本社世論調査 携帯電話 1,991 862 43

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/6/28 五輪、今夏開催するなら 本社都民調査「無観客」64& 「観客制限」30% 6/26 6/27 東京都 有権者 RDD 固定電話 1,417 804 57

都議選投票先 自民24% 都民ファ15%

小池都知事 支持率57% 五輪対応の評価割れる 本社都民調査

調査期間

朝日新聞社・本紙

調査期間

朝日新聞社・本紙



7/13 兵庫県知事選 2氏競る　本社情勢調査　斎藤氏と金沢氏 7/10 7/11 兵庫県 有権者 RDD 固定電話 1,742 1,034 52

7/19 内閣支持最低31% コロナ対応「評価せず」65% 本社世論調査 7/17 7/18 全国 有権者 RDD 固定電話 1,142 628 55

五輪賛成33% 反対55% 安全、安心の大会「できない」68% 携帯電話 1,963 816 42

2021/3/3 郵送全国世論調査（21年2月）　五輪に「関心」70％　開催「望まず」58％ 1/19 2/25 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 2,231 74

3/3                              首相「指導力」評価半減

3/9                              東日本大震災10年　風化「感じる」92％

3/18                              好きな力士　１位は千代の富士

4/30 郵送全国世論調査（21年3月）　新型コロナ感染者への差別「ある」88％ 3/9 4/15 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 2,155 72

5/3                              憲法改正　賛成56％　緊急事態対応「明記を」６割

1/18 電話全国世論調査（21年1月）　内閣支持続落39％　不支持49％　初の逆転 1/15 1/17 全国 有権者 RDD 電話 固定875/
携帯1,193

固定
543/携
帯550

固定
62/携
帯46

2/8 電話全国世論調査（21年2月）　内閣支持横ばい39％　森氏発言「問題」91％ 2/5 2/7 全国 有権者 RDD 電話 固定874/
携帯1,207

固定
540/携
帯562

固定
62/携
帯47

3/8 電話全国世論調査（21年3月）　緊急事態宣言再延長　評価78％ 3/5 3/7 全国 有権者 RDD 電話 固定839/
携帯1,158

固定
525/携
帯541

固定
63/携
帯47

4/5 電話全国世論調査（21年4月）　新型コロナワクチン接種遅れ「不満」70％ 4/2 4/4 全国 有権者 RDD 電話 固定715/
携帯1,485

固定
426/携
帯648

固定
60/携
帯44

5/10 電話全国世論調査（21年5月）　新型コロナ政府対応「評価」最低23％ 5/7 5/9 全国 有権者 RDD 電話 固定720/
携帯1,489

固定
421/携
帯671

固定
58/携
帯45

6/7 電話全国世論調査（21年6月）　内閣支持最低37％ 6/4 6/6 全国 有権者 RDD 電話 固定708/
携帯1,382

固定
428/携
帯642

固定
60/携
帯46

6/9 日韓共同世論調査　中国の軍事圧力「脅威」　日本88％　韓国72％ 5/21 5/23 全国 有権者 RDD 電話 固定716/
携帯1,727

固定
407/携
帯656

固定
57/携
帯38

7/13 電話全国世論調査（21年7月）　内閣支持最低37％　横ばい 7/9 7/11 全国 有権者 RDD 電話 固定682/
携帯1,398

固定
433/携
帯635

固定
63/携
帯45

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/1/17 内閣支持続落３３％　緊急事態「遅すぎ」７１％ 1/16 1/16 全国 有権者 RDS スマホSMS 711

固定オート 368

コール

2/14 「ワクチンに期待」８１％　内閣支持３８％に上昇 2/13 2/13 全国 有権者 RDS スマホSMS 729

固定オート 313

コール

3/14 「緊急事態延長を」５７％　「２１日で解除」２２％ 3/13 3/13 全国 有権者 RDS スマホSMS 731

固定オート 325

コール

4/20 まん延防止「期待せず」７０％　ワクチン接種「遅い」７５％ 4/18 4/18 全国 有権者 RDS スマホSMS 764

読売新聞社・本紙

調査期間

毎日新聞社・本紙



固定オート 321

コール

5/23 内閣支持、９㌽急落３１％　五輪「中止・延期を」６割 5/22 5/22 全国 有権者 RDS スマホSMS 695

固定オート 337

コール

6/20 五輪「無観客開催を」３１％　「安全・安心にできず」６４％ 6/19 6/19 全国 有権者 RDS スマホSMS 766

固定オート 351

コール

7/19 接種「順調でない」５６％　「すでに受けた」２９％ 7/17 7/17 全国 有権者 RDS スマホSMS 746

固定オート 341

コール

2021/2/1 「緊急事態「延長を」9割　内閣支持率、横ばい43%」
「日米協力「中国抑止」が首位　バイデン政権と「関係かわらず」64%
　コロナ・経済安保も重視」
「入院拒否「罰則を」57%　飲食店時短・休業では45%」
「東京五輪中止「やむなし」46%」「次の首相ふさわしい人　河野氏がトップ」

1/29 1/31 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,168 1,014 46.8 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

3/1 「緊急事態「再延長を」8割　内閣支持率、横ばい44％」
「ワクチン対応「評価」56%」
「「直ちに接種したい」3割に上昇　国産開発の遅れは不満」
「首相長男からの接待問題　説明「納得できず」69%」
「東日本の復興　「進んだ」62%　震災10年」
「五輪組織委の新会長　橋本氏「適切」64%」

2/26 2/28 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,171 974 44.9 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

3/29 「宣言解除「早すぎ」52%　内閣支持率、横ばい45%」
「感染再拡大「心配」88%　コロナワクチン接種
　無症状者検査　優先すべき対策上位に」
「接待「行政にゆがみ」63%」
「夫婦別姓「賛成」67%「反対」の26%上回る」
「衆院解散・総選挙「急がずに」70%」

3/26 3/28 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,205 980 44.4 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

4/26 「コロナ対策「評価せず」65%　内閣支持、横ばい47%」
「台湾海峡に関与「賛成」74%　日米首脳会談は半数評価
　脱炭素の新目標「適切」58%」
「まん延防止「効果ない」76%　ワクチン接種「順調でない」80%」
「次の首相にふさわしい人　河野氏トップ24%」
「処理水海洋放出「妥当」は54%」

4/23 4/25 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,225 1,026 46.1 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

5/31 「内閣支持率40%に低下　菅政権の発足後最低」
「コロナ対策「評価せず」64%」「接種遅れ「国が原因」77%」
「「自治体の準備不足」25%　「医師会など協力不足」24%」
「「入国、強制待機必要」80%　改憲「議論すべき」77%」
「五輪「今夏に実施」34%　「中止」と「再延期」計62%」
「次期首相に適任　河野氏がトップ　23%、2位は石破氏」

5/28 5/30 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,248 1,072 47.7 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

6/28 「内閣支持率43%に上昇　五輪無観客で33%　有観客は妥当22%
　再延期か中止37%」「宣言解除「早すぎた」52%
　酒の提供条件 評価割れる　適切36%　緩い29%　厳しい27%」
「「積極的に接種」6割超　政府計画「順調でない」59%」
「「次の首相」河野氏トップ維持」
「衆院選の投票先　自民41%で首位　2位立民は14%」

6/25 6/27 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,195 1,007 45.9 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

日本経済新聞社・本紙

調査期間

日本経済新聞社・本紙



7/26 「内閣支持、最低の34％　接種計画「順調でない」65％」
「4度目宣言「効果ない」70％　酒巡る西村氏発言
　政府対応「納得できない」68％　「積極接種」若いほど低く」
「酒規制「厳しすぎ」39％　「適切」は38％、「緩すぎ」15％」
「次の首相」石破氏2位　首位・河野氏と僅差」「五輪無観客「妥当」37％」

7/23 7/25 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,119 998 47.1 ※サンプル数は有権者
がいることを確認した世
帯数（固定）、対話者
（携帯）

2021/4/20 名古屋市長選世論情勢調査 4/17 4/18 名古屋市 有権者 ＲＤＤ固定電話 オペレー
ター方式

1,434 1,030 71.8

2021/1/1 12月の時事世論調査 12/4 12/7 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,231 61.6

内閣支持率（43％）

　 政党支持率（自民25%、立憲民主4%、公明3%、日本維新2%、共産2%、支持なし60%)

時事世論景気指数は前月から50ポイントの急落して9に

1/11 公共マナーに関する世論調査

公共の場でマナー悪化46.5％　＝5.5ポイント減、わずかに改善＝

1/21 携帯電話に関する世論調査

携帯所持９割超、うちスマホ９割弱　＝月の利用額は平均約6600円＝

2/1 １月の時事世論調査 1/8 1/11 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 1,953 1,211 62.0 大雪、コロナ禍のため

内閣支持率（34％） 一部除外あり

　 政党支持率（自民24%、公明4%、立憲民主3%、共産2%、日本維新の会2%、支持なし63%)

時事世論景気指数は前月の9から-5に減少

2/11 ストレスに関する世論調査

ストレス感じる、61.5％　＝解消法「テレビやビデオ」最多＝

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/2/21 自動車に関する世論調査

ガソリン車の後はハイブリッド　＝販売禁止後なら、電気自動車も３割＝

3/1 ２月の時事世論調査 2/4 2/7 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,237 61.9

内閣支持率（35％）

　 政党支持率（自民26%、立憲民主4%、公明2%、日本維新2%、共産2%、支持なし61%)

時事世論景気指数は前月から4ポイント微増も-1の低水準

3/1 新型コロナウイルスに関する世論調査

ワクチン接種希望、７割　＝東京五輪開催、反対が過半数＝

3/11 東日本大震災に関する世論調査

原発「復興進まず」微減　＝処理水の海洋放出、反対68%＝

3/21 生活のゆとりに関する世論調査

ゆとり感じない54.9%　＝「感じる」43.5%、差開く＝

4/1 ３月の時事世論調査 3/5 3/8 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,283 64.2

内閣支持率（35％）

　 政党支持率（自民23%、立憲民主5%、公明4%、日本維新2%、共産2%、支持なし62%)

時事世論景気指数は前月の-1から22へ若干持ち直す

4/11 読書に関する世論調査

過半数が１カ月本読まず　＝コロナで読書増えた、２割＝

4/21 ペットに関する世論調査

ペット保険加入、約6ポイント増　＝犬猫のマイクロチップ装着２割＝

5/1 ４月の時事世論調査 4/9 4/12 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,272 63.6

中日新聞社（共同通信社、ＣＢＣテレビとの合同実施）

時事通信社（中央調査社実施）「時事世論特報」「中央調査報」

調査期間

時事通信社（中央調査社実施）「時事世論特報」「中央調査報」



内閣支持率（37％）

　 政党支持率（自民23%、立憲民主4%、公明4%、共産2%、日本維新2%、支持なし62%)

時事世論景気指数は前月22から19と微減

5/11 憲法に関する世論調査

憲法の役割評価、78.5%　＝改正賛成、反対上回り半数近くに＝

5/21 労働に関する世論調査

テレワーク「拡大を」７割近く　＝理由は「通勤の苦痛なくなる」＝

6/1 ５月の時事世論調査 5/7 5/10 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,306 65.3

内閣支持率（32％）

　 政党支持率（自民21%、立憲民主4%、公明3%、日本維新2%、共産2%、支持なし65%)

時事世論景気指数は前月19から-1と再びマイナスに

6/11 ボランティアに関する世論調査

災害時「参加したい」36.5％　＝不安なことはコロナが最多45.3％＝

6/21 ふるさと納税に関する世論調査

利用者、微増13.7％　＝返礼品３割制限「よかった」過半数＝

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/7/1 ６月の時事世論調査 6/11 6/14 全国 有権者 層化2段無作為 面接法 2,000 1,282 64.1

内閣支持率（33％）

　 政党支持率（自民23%、立憲民主3%、公明4%、日本維新1%、共産2%、支持なし63%)

時事世論景気指数は前月-1から23とプラスに転じる

7/11 父親の育児に関する世論調査

女性と同等に参加すべき、３割　＝育児休業は取りにくい、７割＝

7/21 運転免許に関する世論調査

70歳以上の８割が運転に自信　＝週５回以上運転、半数近く＝

2021/1/11 菅内閣支持、続落41％　緊急事態79％「遅過ぎた」
　コロナ対応評価せず68％　自民支持層57％が評価せず

1/9 1/10 全国 有権者 RDD 電話 固定715
携帯1,274

固定521
携帯520

1/19 「岐阜県知事選　情勢調査」
現職古田氏がリード　岐阜県知事選、江崎氏追う

1/15 1/17 岐阜県 有権者 RDD 電話 固定1,382 固定
1,031

1/20 「山形県知事選　情勢調査」
現職吉村氏大きくリード　山形県知事選、大内氏追う

1/16 1/18 山形県 有権者 RDD 電話 固定1,438 固定
1,020

2/8 五輪、森会長不適任59％　菅内閣支持38％不支持45％
　コロナワクチン63％希望　高年層67％がワクチン希望

2/6 2/7 全国 有権者 RDD 電話 固定703
携帯1,326

固定510
携帯513

3/22 ワクチン計画「遅い」65％　年代上がるほど不満
　自民支持の68％「不十分」　総務省接待巡る首相説明

3/20 3/21 全国 有権者 RDD 電話 固定708
携帯1,335

固定529
携帯525

3/30 「秋田県知事選　情勢調査」
佐竹氏先行、村岡氏追う
　秋田県知事選情勢

3/26 3/28 秋田県 有権者 RDD 電話 固定1,656 固定
1,257

4/13 ワクチン進捗「不満」60％　中年層ワクチン不満66％
　コロナ再拡大92％が不安　内閣支持44％

4/10 4/12 全国 有権者 RDD 電話 固定656
携帯1,185

固定508
携帯507

4/21 「名古屋市長選　情勢調査」
現職と新人、激しく競る
　名古屋市長選情勢

4/17 4/18 名古屋
市

有権者 RDD 電話 固定1,434 固定
1,030

5/1 「憲法世論調査」
コロナ対応へ改憲57％　時短に補償、賛否割れる
　合区解消「法改正で」48％　女性・女系、容認８割以上

3/10 4/19 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 1,839 61.3

調査期間

時事通信社（中央調査社実施）「時事世論特報」「中央調査報」

共同通信社



5/4 「女性政策世論調査」
男女平等実現せず64％　夫婦別姓賛成60％
　男性優遇の認識根強く　時代の流れに逆行

5/17 菅内閣不支持、急増47％　発足以降最多、支持は41％
　コロナ対応71％評価せず　五輪中止を59％

5/15 5/16 全国 有権者 RDD 電話 固定715
携帯1,254

固定542
携帯523

6/21 五輪で感染再拡大不安86％　無観客開催40％、中止30％
　接種遅い68％　ワクチン対応に根強い不満

6/19 6/20 全国 有権者 RDD 電話 固定673
携帯1,357

固定548
携帯547

6/28 「東京都議選　情勢調査」
自民、第１党奪還の勢い　都民ファは大幅後退も
　五輪「無観客」41.7％　自公支持層でも広がり

6/25 6/27 東京都 有権者 RDD 電話 固定1,375 固定
1,043

7/19 菅内閣支持35％で最低　８ポイント急落、不支持は49％
　五輪で感染拡大不安87％　五輪開催「楽しみ」が71％

7/17 7/18 全国 有権者 RDD 電話 固定654
携帯1,382

固定538
携帯527

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/1/1 「ＡＩ・ネット社会世論調査」
ＡＩ拡大に期待、70％　「仕事置き換わる」58％
　ＳＮＳのデマ拡散経験26％　76％がＬＩＮＥ利用

2020/11/9 12/16 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 1933 64.4

1/3 「一極集中是正・地方創生世論調査」
地方創生「進まず」89％　一極集中79％が是正必要
　ＧｏＴｏ旅行評価せず58％　ふるさと納税64％評価

2/28 「東日本大震災10年・防災世論調査」
コロナ影響、避難先割れる　自宅32％、ホテルなど12％
　共助実現へ取り組み急務　防災訓練参加わずか17％

1/14 2/22 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 1970 65.7

3/7 「東日本大震災10年・原発世論調査」
「脱原発」76％　安全性への懸念根強く
　核ごみ処分への不安79％　交付金伴う制度、評価二分

2021/3/1 人々は放送局のコンテンツ、サービスにどのように接しているのか
～「2020年7月全国放送サービス接触動向調査」の結果から～

7/13 7/19 全国 7歳以上 層化無作為2段 郵送 3,600 1,857 51.6

6/1 新型コロナは私たちの暮らしや意識をどう変えたか
～「新型コロナウイルス感染症に関する世論調査」の結果から～

11/4 12/7 全国 18歳以上 層化無作為2段 郵送 3,600 2,331 64.8

6/1 脱炭素時代の環境意識
～ISSP国際比較調査「環境」・日本の結果から～

10/28 12/2 全国 18歳以上 層化無作為2段 郵送 2,400 1,491 62.1

7/1 世論調査にみる震災10年の人々の意識
～「東日本大震災から10年　復興に関する意識調査」の結果から～

11/11 12/18 全国／
岩手･宮
城･福島
（被災3

県）

16歳以上 層化無作為2段 郵送 全国
3,600

被災3県
1,368

全国
2,311

被災3県
943

64.2
68.9

2021/1/13 内閣支持40％、不支持41％、そのほか（新型コロナ感染の不安、
政府対応への評価、緊急事態宣言タイミングの評価、など）

1/9 1/11 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,168 1,278
固定
646
携帯
632

58.9
68.4
51.6

2/8 内閣支持38％、不支持44％、そのほか（新型コロナをめぐる政府対応への
評価、緊急事態宣言の延長期間の評価、ワクチンを接種したいか、など）

2/5 2/7 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,146 1,249
固定
634
携帯
615

58.2
66.9
51.3

調査期間

日本世論調査会（共同通信社と加盟社の全国組織）

ＮＨＫ（放送研究と調査）

ＮＨＫ（選挙WEB（内閣支持率））



3/9 内閣支持40％、不支持37％、そのほか（新型コロナをめぐる政府対応への
評価、変異ウイルスへの不安、東京五輪・パラリンピックをどうするべきか、
など）

3/5 3/7 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,120 1,237
固定
618
携帯
619

58.3
64.6
53.2

4/12 内閣支持44％、不支持38％、そのほか（新型コロナをめぐる政府対応への
評価、まん延防止等重点措置の効果、大型連休に旅行や帰省をするか、
など）

4/9 4/11 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,092 1,222
固定
614
携帯
608

58.4
67.4
51.5

発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/5/10 内閣支持35％、不支持43％、そのほか（新型コロナをめぐる政府対応への
評価、ワクチン接種 進捗の評価、東京五輪・パラリンピック
観客をどうすべきか、など）

5/7 5/9 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,092
965

1,127

1,248
固定
622
携帯
626

59.7
64.5
55.5

6/14 内閣支持37％、不支持45％、そのほか（新型コロナをめぐる政府対応への
評価、“ワクチン差別”の懸念、東京五輪・パラリンピック 開催意義などの
説明納得度、など）

6/11 6/13 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,131
953

1,178

1,233
固定
631
携帯
602

57.9
66.2
51.1

7/12 内閣支持33％、不支持46％、そのほか（新型コロナをめぐる政府対応への
評価、4回目の緊急事態宣言の効果、東京五輪1都3県は無観客の評価、
など）

7/9 7/11 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,090
955

1,135

1,224
固定
620
携帯
604

58.6
64.9
53.2

2021/1/15 食生活に関する世論調査 9/17 11/1 全国 18歳以上の日
本国籍を有す

る者

層化２段無作為 郵送 3,000 1,967 65.6

1/22 情報通信機器の利活用に関する世論調査 10/1 11/15 全国 18歳以上の日
本国籍を有す

る者

層化２段無作為 郵送 3,000 2,015 67.2

1/29 公共交通機関利用時の配慮に関する世論調査

2/12 薬局の利用に関する世論調査 10/8 11/22 全国 18歳以上の日
本国籍を有す

る者

層化２段無作為 郵送 3,000 1,944 64.8

2/19 外交に関する世論調査 10/22 12/6 全国 18歳以上の日
本国籍を有す

る者

層化２段無作為 郵送 3,000 1,865 62.2

2/26 地域社会の暮らしに関する世論調査 10/29 12/13 全国 18歳以上の日
本国籍を有す
る人口20万人
未満の市及び
町村に居住す

る者

層化２段無作為 郵送 4,200 2,751 65.5

2/26 地域社会の暮らしに関する世論調査 10/29 12/13 全国 18歳以上の日
本国籍を有す
る人口20万人
以上の市（東
京都区部を含
む）に居住す

る者

層化２段無作為 郵送 1,800 1,155 64.2

2/5 水循環に関する世論調査 10/22 12/6 全国 18歳以上の日
本国籍を有す

る者

層化２段無作為 郵送 3,000 1,865 62.2

調査期間

ＮＨＫ（選挙WEB（内閣支持率））

内閣府大臣官房政府広報室



発表日 テーマ、主な結果、見出し 調査 調査対象 サンプリ 調査方法 サン 回収数 回収率 備考

から まで 地域 ング方法 プル数 （％）

2021/3/5 アイヌ政策に関する世論調査 11/5 12/20 全国 18歳以上の日
本国籍を有す

る者

層化２段無作為 郵送 3,000 1,767 58.9

3/19 気候変動に関する世論調査

2021/1/27 都民生活に関する世論調査 2020/
9/4

10/4 東京都 満18歳以上の
都民

層化二段無作
為

郵送(Web
回答併

用)

4,000 2,273 56.8

3/29 男女平等参画に関する世論調査 2020/
11/13

12/13 東京都 満18歳以上の
都民

層化二段無作
為

郵送(Web
回答併

用)

4,000 1,990 49.8

内閣府大臣官房政府広報室

東京都

調査期間


