
◆世論調査インデックス　（２０２１年８月－２０２１年１２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 （％）

2021/8/9 菅内閣支持28% 最低 五輪開催「よかった」56% 本社世論調査 8/7 8/8 全国 有権者 RDD 固定電話 1,095 556 51

自粛「ゆるんだ」61% 感染拡大の中 五輪開催 携帯電話 1,964 839 43

8/11 小此木氏わずかに先行　 8/9 8/10 横浜市 有権者 RDD 固定電話 1,763 1,040 59

横浜市長選 山中氏と林氏、猛追　本社情勢調査

9/13 次の総裁「河野氏」33% 本社調査 9/11 9/12 全国 有権者 RDD 固定電話 1,042 575 55

携帯電話 2,027 902 44

9/14 次の自民総裁 ふさわしいのは 河野氏33% 石波氏16% 本社世論調査

次期首相に必要「実行力」が64% 制限緩和「賛成」51% 本社世論調査

10/6 岸田内閣支持45％ 比例投票先 自民41% 、立憲13% 本社世論調査 10/4 10/5 全国 有権者 RDD 固定電話 684 375 55

コロナ対策「期待」47% 本社世論調査 携帯電話 1,330 597 45

10/21 自民中心46% 立憲中心22% 本社世論調査 衆院選後の政権 10/19 10/20 全国 有権者 RDD 固定電話 2,063 1,181 57

自民政権４年「よくなかった」43% 携帯電話 4,261 1,926 45

消費税「10%維持」57% 9条自衛隊明記「賛成」47% 本社世論調査

次の首相「岸田氏」54% 「枝野氏」14%

10/26 自民 過半数確保の勢い 公示前は下回る可能性 衆院選中盤情勢調査 10/23 10/24 全国 有権者 RDD 固定電話 22,301 12,754 57

立憲ほぼ横ばい 接戦65選挙区焦点 携帯電話 26,704 12,841 48

野党一本化 効果限定的か　上積み 接戦71選挙区カギ 衆院選 中盤情勢

激戦の党首・閣僚経験者も

岸田氏の経済政策「期待できない」でも…

比例区自民に投票35% 岩盤区与党7割先行

消極的選択55%「他よりよさそう」

衆院選「大いに関心ある」32%

11/8 自民過半数大幅超「よかった」47% 「野党に期待できず」65% 本社世論調査 11/6 11/7 全国 有権者 RDD 固定電話 975 490 50

Go To再開「賛成」52% 感染拡大「大いに心配」28%に減　 携帯電話 1,941 802 41

忘新年会「参加したい」23%

12/21 岸田内閣支持 上昇49% 現金給付対応「評価」50% 本社世論調査 12/18 12/19 全国 有権者 RDD 固定電話 962 472 49

書き換え「大きな問題」82% 携帯電話 2,000 846 42

立憲へ「期待しない」43% 本社世論調査「期待する」40%

2021/10/3 郵送全国世論調査（21年8月）　 8/17 9/22 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 2,140 71

　　　衆院選で自公政権「継続を」64％　無党派層は55％

10/14 　　　ターゲット広告「不快」67％　新聞「信頼できる」75％

10/28 　　　「電子書籍」より「紙の本」記憶残る74％　「この1か月に読書」47％

11/25 　　　好きなマンガ1位は…ＳＬＡＭ　ＤＵＮＫ、ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　

12/15 読売・早大共同世論調査（21年11月）
　　　政治に「不満」74％　対抗できる野党「必要」82％

11/1 12/7 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 2,115 71

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 （％）

2021/8/10 電話全国世論調査（21年8月）
　内閣支持最低35％　五輪開催「よかった」64％

8/7 8/9 全国 有権者 RDD 電話 固定693/
携帯1,441

固定
424/携
帯641

固定
61/携
帯44

調査期間

朝日新聞社・本紙

読売新聞社・本紙

調査期間

読売新聞社・本紙



9/6 緊急電話全国世論調査（21年9月）
　「次の首相」河野氏23％　石破氏21％　岸田氏12％

9/4 9/5 全国 有権者 RDD 電話 固定772/
携帯1,371

固定
478/携
帯664

固定
62/携
帯48

10/6 緊急電話全国世論調査（21年10月①）
　岸田内閣支持56％　自民支持7ポイント上昇

10/4 10/5 全国 有権者 RDD 電話 固定787/
携帯1,618

固定
443/携
帯681

固定
56/携
帯42

10/16 緊急電話全国世論調査（21年10月②）
　衆院比例選投票先　自民44％、立民12％　内閣支持52％

10/14 10/15 全国 有権者 RDD 電話 固定717/
携帯1,386

固定
412/携
帯632

固定
57/携
帯46

11/3 緊急電話全国世論調査（21年11月）
　衆院選結果「よかった」55％　立・共協力「よくない」57％

11/1 11/2 全国 有権者 RDD 電話 固定764/
携帯1,562

固定
441/携
帯666

固定
58/携
帯43

12/6 電話全国世論調査（21年12月）
　オミクロン株水際対策「評価」89％　内閣支持上昇62％

12/3 12/5 全国 有権者 RDD 電話 固定730/
携帯1,556

固定
435/携
帯653

固定
60/携
帯42

2021/8/29,30 菅内閣支持率最低26％　医療崩壊「不安だ」70％ 8/28 全国 18歳以上 RDS ノン・ス
ポークン

1,109 携帯SMS＋固定IVR

9/19,20 自民党総裁選　河野氏43％　高市氏15％　岸田氏13％ 9/18 全国 18歳以上 RDS ノン・ス
ポークン

1,043 携帯SMS＋固定IVR

9/26 自民党総裁選　自民支持層　河野氏47％　高市氏28％　岸田氏18％ 9/25 全国 18歳以上 無作為抽出 ｄサーベ
イ

10,090 インターネット調査

10/6 岸田内閣支持49％　甘利氏起用「評価せず」54％ 10/4 10/5 全国 18歳以上 RDS ノン・ス
ポークン

1,035 携帯SMS＋固定IVR

10/21,22 衆院選序盤情勢　自民議席減の公算大　63選挙区で接戦 10/19 10/20 全国 18歳以上 RDS ノン・ス
ポークン

174,024 携帯SMS＋固定IVR

11/14,16 内閣支持率48％横ばい　10万円相当給付「必要ない」44％ 11/13 全国 18歳以上 RDS ノン・ス
ポークン

1,072 携帯SMS＋固定IVR

12/19,20 内閣支持上昇54％　10万円「全額現金で」60％ 12/18 全国 18歳以上 RDS ノン・ス
ポークン

1,023 携帯SMS＋固定IVR

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 （％）

2021/8/30 ｢内閣支持率34%横ばい　コロナ対策｢評価せず｣64％｣
｢病床確保　法改正｢必要｣73％｣
｢全世代で7割超,地域差なく　接種証明活用61％賛成｣
｢衆院選の投票先　自民43％横ばい　立民,14%で2位｣
｢五輪開催の評価　｢よかった｣57％　｢よくなかった｣は35％｣
｢｢次の総裁｣河野氏首位16％　石破氏,岸田氏続く　自民支持層は首相｣

8/27 8/29 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,201 1,025 46.6 ※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）

9/12 ｢｢次の総裁｣河野氏27%｢石破氏17%　岸田氏14%　高市氏7%｣｣
｢｢次の総裁｣望む資質は｣
｢1位｢説明能力｣2位｢指導力｣｢対コロナ,発信重視｣｣
｢菅首相退陣｢妥当｣72%　｢1年間の実績｢評価｣57%｣｣

9/9 9/11 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,273 984 43.3 ※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）

毎日新聞社・本紙

調査期間

日本経済新聞社・本紙



9/26 ｢｢次の総裁｣河野氏46％｣｢岸田氏17％　高市氏14％　野田氏5％｣
｢アベノミクス　浮かぶ距離感｣｢高市氏支持層　加速や継承求める｣
｢河野・岸田・野田氏支持層　修正に比重｣
｢時期衆院選の投票先　｢党首が誰か　重視｣49％｣
｢訪日客6000万人目標かすむ｣
｢GoTo判断難しく　｢再開めざす｣｢見直しを｣｣

9/23 9/25 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,224 996 44.8 ※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）

10/6 ｢｢岸田内閣　支持59％｣｢安倍・菅政権発足時下回る｣｣
｢｢岸田政権の経済政策｣｢｢成長｣優先すべき47%｣｣
｢内閣支持率　菅政権から21ポイント上昇｣

10/4 10/5 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 1,982 854 43.1 ※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）

11/12 ｢｢18歳以下給付｢不適切｣67％　内閣支持率61％横ばい｣｣
｢｢立民,共産と協力｢やめるべき｣56％ ふさわしい新代表｢わからず｣4割｣
｢維新支持率13％,野党首位｣
｢衆院選 投票しなかった理由｢良い候補・政党ない｣22％｣

11/10 11/11 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 1,928 852 44.2 ※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）

12/27 ｢接種前倒し｢拡大を｣43%　内閣支持率65%に上昇｣
｢経済対策｢成長に資さず｣49%　デジタル重視層低評価
 統計｢信用できず｣73%｣
｢北京五輪　高官派遣見送り｢妥当｣69%｣
｢泉代表の立民｢期待しない｣52%　｢期待する｣は38%｣
｢文通費の使途｢公開を｣62%　｢日割りを先行｣29％｣

12/24 12/26 全国 18歳以上男女
（有権者）

RDD 電話 2,225 947 42.6 ※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）

2021/8/1 ７月の時事世論調査 7/9 7/12 全国 有権者 層化2段無作為 面接 2,000 1,258 62.9

内閣支持率（29％）

　 政党支持率（自民21%,立憲民主5%,公明3%,日本維新2%,共産2%,支持なし64%)

時事世論景気指数は前月から６ポイント増の29,２月連続の増加

8/11 健康とスポーツに関する世論調査

自分は健康,約８割　＝「うがい手洗い」励行が最多＝

8/21 コミュニケーションに関する世論調査

孤独感じる,18.4％　＝うち５割が「コロナで増えた」＝

9/1 ８月の時事世論調査 8/6 8/9 全国 有権者 層化2段無作為 面接 2000 1280 64.0

内閣支持率（29％）

　 政党支持率（自民24%,立憲民主4%,公明5%,日本維新2%,共産1%,支持なし61%)

時事世論景気指数は前月から3ポイント増の32,３カ月続の増加

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 （％）

2021/9/11 映画に関する世論調査

動画配信契約34.5％　＝レンタル店利用しない,７割に＝

9/21 飲酒に関する世論調査

要請「やむを得ない」66％　＝コロナ対策,飲食店の酒提供停止＝

10/1 ９月の時事世論調査 9/10 9/13 全国 有権者 層化2段無作為 面接 2000 1283 64.2

内閣支持率（33％）

　 政党支持率（自民27%,立憲民主3%,公明5%,日本維新2%,共産2%,支持なし59%)

時事世論景気指数は前月から4ポイント増の36,緩やかな回復傾向続く

10/11 新聞に関する世論調査

「講読」59.5％に減少　＝ニュースアプリ利用は微増,６割に＝

10/21 夏休みに関する世論調査

「取った」昨年並み45％　＝コロナで旅行控え,約3割＝

11/1 10月の時事世論調査 10/8 10/11 全国 有権者 層化2段無作為 面接 2000 1279 64.0

内閣支持率（40％）

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」



　 政党支持率（自民27%,立憲民主4%,公明3%,日本維新2%,共産1%,支持なし59%)

時事世論景気指数は前月から38ポイント増の74,

景気指数の50超は昨年11月以来のほぼ1年ぶり

11/11 地域社会に関する世論調査

　地域に愛着86.9％　＝「人口減少感じる」微増の約５割＝

11/21 テレビに関する世論調査

　視聴時間,若者は短い傾向　＝理由は「動画サービスに魅力」＝

12/1 11月の時事世論調査 11/5 11/8 全国 有権者 層化2段無作為 面接 2000 1270 63.5

内閣支持率（47％）

　 政党支持率（自民27%,立憲民主5%,公明4%,日本維新5%,共産2%,支持なし53%)

時事世論景気指数は前月から21ポイント増の95,2020年1月以降で最高値

12/11 高齢者介護に関する世論調査

　コロナで在宅介護「細心の注意」　＝施設の面会制限「半年以上」６割以上＝

12/21 日本語と日常会話に関する世論調査

　乱れ「実感」減り７割　＝「向上させたい」も減少＝

2021/8/17 菅内閣支持31％、最低更新　五輪開催「よかった」62％
　コロナ病床確保に不安79％　与党支持層も対応評価せず

8/14 8/16 全国 有権者 RDD 電話 固定676
携帯1,302

固定543
携帯524

9/6 次期首相トップ河野氏31％　石破氏26％，岸田氏は18％
　「選挙の顔」世論にらみ　退陣当然と自民支持層48％

9/4 9/5 全国 有権者 RDD 電話 固定672
携帯1,260

固定538
携帯533

10/6 岸田内閣支持55％　「安倍菅路線転換を」69%
　森友再調査「必要」52％

10/4 10/5 全国 有権者 RDD 電話 固定665
携帯1,687

固定535
携帯552

10/18 第49回衆院選　第１回トレンド調査
比例自民29％、立民９％　「安倍・菅路線」転換68％
　自民支持層、成長重視68％　立民は57％が分配

10/16 10/17 全国 有権者 RDD 電話 固定792
携帯1,654

固定628
携帯629

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 （％）

2021/10/25 第49回衆院選　第２回トレンド調査
比例自民29％、立民11％　「与野党伯仲を」49%
　無党派で共闘評価割れる　与党警戒、野党は期待

10/23 10/24 全国 有権者 RDD 電話 固定754
携帯1,926

固定630
携帯627

11/3 野党共闘「見直しを」61％　岸田内閣支持微増58％
　立民支持層「見直し」54％　共闘、共産は継続と二分

11/1 11/2 全国 有権者 RDD 電話 固定636
携帯1,686

固定522
携帯522

11/12 10万円給付、適切は19％　一律に24％、対象限定34％
　立民新代表、泉氏トップ　党支持層では馬淵元国交相

11/10 11/11 全国 有権者 RDD 電話 固定621
携帯1,915

固定520
携帯520

12/20 10万円、全額現金望む79％　政府統計信頼揺らいだ77％
　接種前倒し、若年に理解　高年層は対象拡大望む

12/18 12/19 全国 有権者 RDD 電話 固定669
携帯1,126

固定540
携帯525

2021/8/1 「平和世論調査」
核禁止条約「参加を」71％　米中対立、戦争に危機感
　「憲法９条あるから」最多　五輪「平和に貢献」56％

6/16 7/26 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 1,889 63.0

8/12 「食と日本文化世論調査」
「食事作るのは女性」87％　母手作り「必要ない」75％
　子どもの食貧困81％深刻　家庭の努力より公助で

9/26 「日本経済世論調査」
景気悪化92％、厳しさ続く 景気対策に不満91％
　携帯値下げ、若年68％評価 デジタル庁に期待せず58％

8/11 9/16 全国 有権者 層化2段無作為 郵送 3,000 1,906 61.6

10/3 「国際関係世論調査」
米中対立、87％不安　背景に中国の海洋進出
　接種遅れ、国際協調みえず　コロナ対策81％が自国優先

共同通信社

調査期間

共同通信社

日本世論調査会（共同通信社と加盟社の全国組織）



2021/8/1 新しい生活の兆しとテレビ視聴の今
～「国民生活時間調査・2020」の結果から～

2020/
10/10

10/18 全国 10歳以上 層化無作為2段 郵送 7,200 4,247 59.0 予備日10/24～11/1

9/1 多メディア時代における人々のメディア利用と意識
～「全国メディア意識世論調査・2020」の結果から～

2020/
10/28

12/7 全国 16歳以上 層化無作為2段 郵送 3,600 2,055 57.1

10/1 コロナ禍はテレビと動画の利用者にどんな影響を与えたか
～「コロナ時代のテレビの価値」調査の結果から～

2020/
11/25

1/8 全国 13歳以上 層化無作為2段 郵送 3,600 2,233 62.0

12/1 幼児のテレビ視聴、録画番組・DVD、インターネット動画の利用状況
～2021年「幼児視聴率調査」から～

6/28 7/4 東京駅
30キロ圏

内

2～6歳未就学
児

層化無作為2段 WEB 1,000 488 48.8 保護者による
代理記入

2021/8/10 内閣支持29％、不支持52％、そのほか（新型コロナ感染の不安、東京五輪
開催の評価、夏に旅行や帰省をするか、など）

8/7 8/9 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,115
固定   934
携帯 1,181

1,214
  609
  605

57.4
65.2
51.2

9/13 内閣支持30％、不支持50％、そのほか（菅内閣の1年の取り組み評価、ワク
チン接種は順調か、衆院選での与野党の議席、五輪・パラで多様性への理
解進むか、など）

9/10 9/12 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,179
固定   964
携帯 1,215

1,227
  625
  602

56.3
64.8
49.5

10/11 内閣支持49％、不支持24％、そのほか（衆院選への関心、投票に行くか、安
倍・菅内閣路線の継承、緊急事態宣言の全面解除の評価、など）

10/8 10/10 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 3,328
固定 1,473
携帯 1,855

1,921
  949
  972

57.7
64.4
52.4

衆院選トレンド調査3週
前

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 （％）

2022/10/18 内閣支持46％、不支持28％、そのほか（投票に行くか、衆院選への関心、宣
言解除後の感染再拡大の不安、選択的夫婦別姓の賛否、など）

10/15 10/17 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 5,430
固定 2,389
携帯 3,041

2,943
1,448
1,495

54.2
60.6
49.2

衆院選トレンド調査2週
前

10/25 内閣支持48％、不支持27％、そのほか（投票に行くか、衆院選への関心、新
型コロナをめぐる政府対応への評価、など）

10/22 10/24 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 5,525
固定 2,321
携帯 3,204

3,157
1.564
1,593

57.1
67.4
49.7

衆院選トレンド調査1週
前

11/8 内閣支持53％、不支持25％、そのほか（衆院選の結果の評価、ワクチン3回
目を接種したいか、鉄道の防犯対策の強化は必要か、など）

11/5 11/7 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,092
固定   931
携帯 1,161

1,208
  608
  600

57.7
65.3
51.7

12/13 内閣支持50％、不支持26％、そのほか（18歳以下への10万円相当の給付の
評価、変異ウイルス 水際対策の評価、文書交通費をどうすべきか、野党の
役割、など）

12/10 12/12 全国 18歳以上 固定・携帯RDD 電話 2,093
固定   902
携帯 1,191

1,190
  613
  577

56.9
68.0
48.4

2021/9/17 行政相談に関する世論調査(令和3年6月調査) 6/24 8/1 全国 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・イン
ターネット
回答併用

3,000 1,655 55.2

10/1 農山漁村に関する世論調査（令和3年6月調査） 6/24 8/1 全国 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・イン
ターネット
回答併用

3,000 1,655 55.2

10/8 農業遺産に関する世論調査(令和3年7月調査) 7/8 8/15 全国 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・イン
ターネット
回答併用

3,000 1,646 54.9

10/15 道路に関する世論調査（令和3年7月調査） 7/8 8/15 全国 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・イン
ターネット
回答併用

3,000 1,646 54.9

12/10 移植医療に関する世論調査（令和3年9月調査） 9/2 10/10 全国 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 1,705 56.8

ＮＨＫ（放送研究と調査）

ＮＨＫ（選挙WEB（内閣支持率））

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



2021/11/18 健康に関する世論調査 6/18 7/18 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 1,939 48.5

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 （％）

東京都

調査期間



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 （％）

2021/1/15 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

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

東京都

調査期間

内閣府大臣官房政府広報室


