
             調査期間      2021年10月15日（金）～ 10月17日（日）

             調査方法　    固定電話と携帯電話による電話法（ＲＤＤ追跡法）

             調査相手　    全国18歳以上   5,430人　

　　　　　　　　　　              固定　2,389人　　　　　　　携帯 3,041 人　　　

             回答数（率） 　2,943人（54.2％）　 

　　　　　　　　　　　            固定　1,448人（60.6％)　 携帯  1,495人（49.2％）

(※選択肢読み上げなし)

1． 支持する ･････････ 45.6 ％
2． 支持しない ･････････ 27.9 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 26.5 ％

(※選択肢読み上げなし)

1． 自民党 ･････････ 38.8 ％
2． 立憲民主党 ･････････ 6.6 ％
3． 公明党 ･････････ 3.9 ％
4． 共産党 ･････････ 2.8 ％
5． 日本維新の会 ･････････ 2.3 ％
6． 国民民主党 ･････････ 1.0 ％
7． れいわ新選組 ･････････ 0.6 ％
8． 社民党 ･････････ 0.6 ％
9． ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で ･････････ 0.1 ％

10． その他の政治団体 ･････････ 0.2 ％
11． 特に支持している政党はない ･････････ 36.2 ％
12． わからない、無回答 ･････････ 6.9 ％

1． 必ず行く ･････････ 56.2 ％
2． 行くつもりでいる ･････････ 29.0 ％
3． 行くかどうかわからない ･････････ 8.2 ％
4． 行かない ･････････ 4.5 ％
5． 無回答 ･････････ 2.1 ％

2021年10月　衆院選トレンド電話調査(2週前）

調査の概要

あなたは、岸田内閣を支持しますか。それとも支持しませんか。

今、あなたは、何党を支持していますか。支持している政党の名前を、１つだけおっしゃってください。

１０月３１日に衆議院選挙が行われます。あなたは、投票をどうなさいますか。次の４つから１つ選んでく
ださい。

1 / 4 ページ



1． 自民党 ･････････ 44.6 ％
2． 立憲民主党 ･････････ 14.7 ％
3． 公明党 ･････････ 6.3 ％
4． 共産党 ･････････ 4.2 ％
5． 日本維新の会 ･････････ 6.0 ％
6． 国民民主党 ･････････ 1.4 ％
7． れいわ新選組 ･････････ 1.2 ％
8． 社民党 ･････････ 0.7 ％
9． ＮＨＫと裁判してる党弁護士法７２条違反で ･････････ 0.5 ％

10． その他の政治団体 ･････････ 0.3 ％
11． 決めていない ･････････ 10.9 ％
12． 投票に行かない ･････････ 0.9 ％
13． わからない、無回答 ･････････ 8.3 ％

1． 非常に関心がある ･････････ 27.9 ％
2． ある程度関心がある ･････････ 48.5 ％
3． あまり関心がない ･････････ 16.4 ％
4． まったく関心がない ･････････ 4.2 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 3.0 ％

1． 経済・財政政策 ･････････ 34.0 ％
2． 新型コロナ対策 ･････････ 21.5 ％
3． 社会保障制度の見直し ･････････ 22.1 ％
4． 外交・安全保障 ･････････ 6.4 ％
5． 環境・エネルギー政策 ･････････ 6.2 ％
6． 憲法改正 ･････････ 2.9 ％
7． その他 ･････････ 0.3 ％
8． わからない、無回答 ･････････ 6.6 ％

1． 大いに考慮する ･････････ 14.1 ％
2． ある程度考慮する ･････････ 54.8 ％
3． あまり考慮しない ･････････ 20.7 ％
4． まったく考慮しない ･････････ 4.6 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 5.9 ％

今から政党名を読み上げます。今回の衆議院選挙の比例代表で投票するとしたら、どの政党になりそ
うですか。１つ選んでください。

あなたは、今回の衆議院選挙にどの程度関心がありますか。次の４つから１つ選んでください。

これから６つの政策課題を読み上げます。その中から、あなたが、今回の衆議院選挙で投票する際に
最も重視するものを１つ選んでください。

今回の衆議院選挙で投票するにあたって、各政党が発表した公約をどの程度考慮しますか。次の４つ
から１つ選んでください。
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1． 与党の議席が増えたほうがよい ･････････ 25.1 ％
2． 野党の議席が増えたほうがよい ･････････ 30.9 ％
3． どちらともいえない ･････････ 39.0 ％
4． わからない、無回答 ･････････ 5.0 ％

1． そう思う ･････････ 45.4 ％
2． そうは思わない ･････････ 41.3 ％
3． わからない、無回答 ･････････ 13.3 ％

1． 大いに感じる ･････････ 31.4 ％
2． ある程度感じる ･････････ 49.3 ％
3． あまり感じない ･････････ 11.9 ％
4． まったく感じない ･････････ 2.7 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 4.7 ％

1． 賛成 ･････････ 28.2 ％
2． どちらかといえば賛成 ･････････ 31.6 ％
3． どちらかといえば反対 ･････････ 17.2 ％
4． 反対 ･････････ 13.8 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 9.3 ％

緊急事態宣言の解除後、新型コロナウイルスの感染が再び拡大する不安をどの程度感じますか。次の
４つから１つ選んでください。

夫婦が希望すれば、結婚前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓について、賛成ですか。反対ですか。次
の４つから１つ選んでください。

あなたは、今回の衆議院選挙で、与党と野党の議席がどのようになればよいと思いますか。次の３つか
ら１つ選んでください。

財務省の矢野事務次官は、月刊誌で、新型コロナの経済対策にまつわる政策論争を「バラマキ合戦」
と批判し、「このままでは国家財政が破たんする可能性がある」と訴えました。この主張をどう思います
か。次の２つから選んでください。
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1． 男性 ･････････ 52.4 ％
2． 女性 ･････････ 47.6 ％

1． 18・19歳 ･････････ 0.6 ％
2． 20～29歳 ･････････ 4.9 ％
3． 30～39歳 ･････････ 6.3 ％
4． 40～49歳 ･････････ 13.6 ％
5． 50～59歳 ･････････ 16.3 ％
6． 60～69歳 ･････････ 18.8 ％
7． 70歳以上 ･････････ 34.8 ％
8． 無回答 ･････････ 4.8 ％

1． 農林漁業 ･････････ 2.9 ％
2． 自営業 ･････････ 11.0 ％
3． 勤め人 ･････････ 35.4 ％
4． 主婦・主夫 ･････････ 16.4 ％
5． 無職 ･････････ 27.7 ％
6． 学生 ･････････ 1.9 ％
7． その他、無回答 ･････････ 4.7 ％

1． 北海道 ･････････ 4.7 ％
2． 東北 ･････････ 6.8 ％
3． 北関東 ･････････ 9.1 ％
4． 南関東 ･････････ 11.6 ％
5． 東京 ･････････ 10.5 ％
6． 北陸信越 ･････････ 6.0 ％
7． 東海 ･････････ 11.5 ％
8． 近畿 ･････････ 15.2 ％
9． 中国 ･････････ 5.7 ％

10． 四国 ･････････ 2.7 ％
11． 九州 ･････････ 13.1 ％
12． 無回答（携帯） ･････････ 3.1 ％

1． 特別区と人口１００万以上の市 ･････････ 22.1 ％
2． 人口３０万以上の市 ･････････ 20.9 ％
3． 人口１０万～３０万未満の市 ･････････ 20.8 ％
4． 人口５万～１０万未満の市町村 ･････････ 13.5 ％
5． 人口５万未満の市町村 ･････････ 13.9 ％
6． 無回答 ･････････ 8.8 ％

年層

職業

地域

都市規模

性別
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