
令和２年度 第 1 回市政インターネットモニター調査結果 
「新型コロナウイルス感染症予防」に関するアンケート 
 
■調査の趣旨 
新型コロナウイルス感染症について、今、そしてこの先、感染症予防やワクチン接種など
について、皆さんがどのように感じ、考えていらっしゃるかをお尋ねし、今後の対策・対
応に役⽴てるためにアンケートを実施しました。 
 
■アンケート実施期間 令和３年３⽉ 12 ⽇（⾦曜⽇）〜３⽉ 21 ⽇（⽇曜⽇） 
 
■回答率 68.2％（60 ⼈/88 ⼈中） 

性別 20 歳代以下 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代以上 計 
男性 2 4 5 5 2 5 23 

⼥性 4 10 16 7 0 0 37 

合計 6 14 21 12 2 5 60 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

■【感染症予防】 
問 1 新型コロナウイルス感染症予防のため、⽇頃、取り組まれていることはありますか。（あてはまる

ものすべて選んでください。） 
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棒グラフの⾒⽅ 
パーセント（％）で表していないものは、⼀部を除き、回答数（60 ⼈）を全体としています。 

回答結果についてのお詫びとおことわり 
選択式の設問で、「その他」を選んだ場合のみ、意⾒を⼊⼒いただく予定でしたが、「その他」以外
の回答を選択した場合も意⾒が⼊⼒できてしまい、実際に意⾒をいただいた設問がありました。お
詫び申し上げますとともに、今回はその意⾒についても掲載することとしますので、ご了承くださ
い。※意⾒の後に（回答した選択肢・年代性別）と表⽰しています。 



 
問 2 新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」について知っていますか。（あてはまるものすべ

て選んでください。） 
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登録している 16 登録はしていない
登録の有無につ

いて無回答 7

「知っている」と回答（42⼈）のうち、「登録しているか」の回答

「その他」に寄せられた意⾒ 
・郵便物や購⼊品の 72 時間以上隔離、外套含めすべての⾐類を帰宅の度に洗濯、帰宅後即シャワー

(午前と午後で異なる場所へ⽤事のある時は２度シャワーする)、メガネやケータイの拭き取り、床
の拭き取り。（30 代⼥性） 

・リモートワークを積極的に実施している。（30 代男性） 
・お店や施設に⼊るときだけマスクしますが、外にいるときは特に何もしていません。ほとんどコロ

ナ禍なら前と変わらない⽣活を送っています。（30 代⼥性） 
・消毒液を持ち歩く。⼈混みを避ける。どうしても外⾷をする際は、⼦供⽤の⾷器などは持っていく。

家族以外との接触をなるべく控える。（30 代⼥性） 
・同居家族以外の⼈と会わないようにしている。（40 代⼥性） 
・うがい。⼿を触れる箇所の消毒。（40 代男性） 
・体調が悪くならないように、規則正しい⽣活を⼼がける。（40 代男性） 
・在宅勤務で仕事を⾏い、出勤を控える。（40 代⼥性） 
・マスクの着⽤も使い分けています（⼀⼈でいる時、家族間では着⽤せず他の場所・⼈に会う場合は

着⽤）。極⼒⾃然体で免疫⼒低下にならないよう現実を⾃分なりに受け⼊れ、世の中の様⼦を正し
く受け⽌めながら取り組んでいます。（50 代⼥性） 

・猫町倶楽部という読書会に参加しているが、実際に集まって開催されていたものが ZOOM でのオ
ンラインに変わった。（50 代男性） 

・飲み会を控える。（50 代男性） 
・映画・演劇など⼤勢⼈が集まる場への参加は控えています。名古屋駅にもこの 1 年間は 1 度しかで

かけていません。電⾞の乗り換えで短時間滞在したのみです。（60 代男性） 
・基本的な⾏動である 3 蜜、マスク、特に飲⾷に伴う関連⾏動には注意を払っています。（70 代男性）
・好きな美術博物館巡りをやめている。（70 代男性）

有効だと思う 8 有効だと思わない 有効と思うかについ…

「知っている」と回答（42⼈）のうち、「有効だと思うか」の回答



 
問 3 新型コロナウイルス感染症に関する情報は何が必要ですか。（あてはまるものすべて選んでくださ

い。） 

 

「その他」に寄せられた意⾒ 
・コロナ禍での災害対応（分散避難のため⼩中学校以外も開放があり得るか・被災が少ない⼈はリス

クを避けて⾃宅に留まるべきか）、市税の使い道変更情報（１⼈当たりの市税はもともと何に使わ
れていて、どう変わったか。（30 代⼥性） 

・正しい情報を紙⾯でもいいのでお願いします。インフルエンザよりも感染者数が少ないことや、マ
スクの危険性やら伝えて欲しいです。（30 代⼥性） 

・実際に感染してからのおおよその⽣活⼿順を知りたいです。陽性が出た後、どれくらい（⼈により
ますが）どのように過ごすのか。周囲の⼈とのかかわりなど。（40 代⼥性） 

・正しく解りやすい情報は必要だと思いますが、鵜呑みにして惑わされて不安を煽ることになる場合
もあると感じています。店頭からマスクやトイレットペーパーなど無くなった時には、情報（⼈の
⼼理状態）は怖いと思いました。（50 代⼥性） 

・早くワクチンを接種したい。（50 代⼥性） 
・⽣活の困りごとなどはワンストップの窓⼝があるとよいです。（60 代男性） 
・どのように感染するか?感染ルートは様々だと思うが、特に⾼いのはどんなシチエーションの時な

のか知りたい。（70 代男性） 
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「その他」に寄せられた意⾒ 
・スマホではないので登録できません。知⼈は通知が来たとき慌てたり、職場から休むよう⾔われた

り、⼾惑った様⼦でした(症状がなく検査できず)。意識を⾼めたり、話すきっかけになったりはす
ると思います。（30 代⼥性） 

・システムがちゃんと稼働すれば有効だと思う。（40 代⼥性） 
・ＣＯＣＯＡのシステムを受注している会社、税⾦を今までいくら使ったか、数か⽉ＣＯＣＯＡが機

能していなかった原因、対策内を国に公表して欲しい。（50 代男性） 
・不⼗分さが強調されているが、修正され、多くの国⺠が登録すれば有効なツールになると考えてい

ます。⼀⽅で無症状なのに接触アラートが来てしまったときどうすればよいか不安。モデルケース
が提⽰されると安⼼です。（60 代男性） 

・接触確認アプリであることぐらいは知っていますが、どのよう感染拡⼤に貢献するのかわからない。
（70 代男性） 

・使っていたが、余り役⽴ちそうもないので、3 か⽉ほどでアプリを削除した。（70 代男性） 
・感染者が登録してくれないのであまり効果がないと思う。感染したら⾃動的に登録されるようにし

て欲しい。（70 代男性） 



問 4 新型コロナウイルス感染拡⼤により、医療機関に受診する機会が減りましたか。（あてはまるも
のすべて選んでください。） 

 
 
■【新型コロナワクチン】 
問 5 新型コロナワクチンの接種を希望しますか。 

 
問 6 問 5 で「希望する」と答えた⽅（38 ⼈）へ。接種はいつ⾏いたいですか 

 

 
 
 

できるだけ早く

21

様⼦を⾒てから

13
いつでもよい 4

「その他」に寄せられた意⾒ 
・変わっていない。減っていない。（20 代男性、30 代⼥性、30 代男性、30 代⼥性、40 代男性、50

代男性、50 代男性、50 代⼥性、70 代男性） 
・⼦どもの必要な受診は減っていない。（30 代⼥性） 
・体調管理に気を配るようになったので、受診しなければならないほどの不調が減少した。（30 代⼥

性） 
・市販の薬で対応できそうな事なら受診するのはなるべく控えるようになりました。（40 代⼥性） 
・市の健康診断。ガン検診。（40 代⼥性） 
・どうしてもの時は受診している。（40 代⼥性） 
・婦⼈科検診も⾃粛していて⾏けていない。（40 代⼥性） 
・⻭科は毎⽉通っている。他はこの⼀年かかってない。（40 代⼥性） 
・必要な治療（病院⾏き）は減っていない。去年は健康診断を受けなかった。（50 代男性） 
・不急の治療は⾏かなくなった。（70 代男性） 
・コロナ後、⻭が健康で保っていられるか⼼配だが、コロナ感染がもっと怖い。（70 代男性）

希望する 38 決めていない 19

希望しない 3
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問 7 問 5 で「希望しない」と答えた⽅（3 ⼈）へ。なぜ希望しないとお考えですか。 

 
問 8 接種を受ける場所の希望はありますか。 

 

 
 
■【⽣活の変化】 
問 9 新型コロナウイルス感染拡⼤により、不安を感じることがありますか。 

 

 

かかりつけ医 29 どこでもよい 29

集団接種 2
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が増えた 22
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その他 2

副反応が怖いから 2 その他 1

「その他」に寄せられた内容 
・遺伝⼦組み換えワクチンということと安全性が確認されていないため。（30 代⼥性） 

・ワクチンの有効性がわからないから 
・過去にアナフィラキシーショックを起こした経験があるから 
・感染防⽌対策をしっかりやれば感染しないと思うから 
の選択肢を回答した⽅は 0 ⼈。 

「その他」に寄せられた意⾒ 
・この⽣活に良くも悪くも慣れてしまっていること。(40 代⼥性） 
・旅⾏が⼤好きであるが、コロナのため⾏けなくなった。不安というより⼈⽣の楽しみがなくなった

ことに寂しさがある。(70 代男性） 
・⼩学⽣同⼠の濃厚接触は避けられない。学校 習い事以外の外出を規制していないので不安。(不安

がある・40 代⼥性） 
・注意していても、感染するときは感染し完全に避けることはできないと思う。⽇頃から免疫⼒をつ

けておくことが⼤事だと思います。(不安がある・70 代男性） 
・友⼈との交流が減ったので、コロナ後、お互いに元気で会えるかは⼼配｡ラインやビデオ通信で交流

は保って居るが。（不安がある・70 代男性） 
・多少不安はありますが感染予防（⾃分に出来ること）をしながら経済・⽣活を守っていかなくて感

染拡⼤以上に世の中（⼈）の⽣死に係る事態になりかねないと思っています。（不安を感じることが
増えた・50 代⼥性） 



問 10 新型コロナウイルス感染拡⼤により、睡眠不⾜を感じることがありますか。 

 

 

問 11 新型コロナウイルス感染拡⼤により、運動不⾜を感じることがありますか。 

 

 
問 12 新型コロナウイルス感染拡⼤により、⾷事に変化がありましたか。（あてはまるものすべて選ん

でください。） 
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「その他」に寄せられた意⾒ 
・元々不眠症である。(70 代男性） 
・不安になるシチュエーションにならないように⽇常で避けている。買物等に⾏くことで、完全に感

染回避できないので、稀にそのような場⾯に遭遇してしまったときは、気になり眠れないこともあ
る。（眠れないことが増えた・70 代男性）

「その他」に寄せられた意⾒ 
・⼦どもと遊びに⾏く機会が減ったので。（以前より運動していない・40 代⼥性） 
・外へ出る機会がコロナのため少なくなっている。（以前より運動していない・70 代男性） 
・散歩時間が極端に減ります運動不⾜を感じる。（以前より運動していない・70 代男性） 
・この 1 年、北名古屋市内を何周も散歩しました。（以前と変わらず運動できる・60 代男性） 
・定期的な運動、バランスの取れた⾷事、基本的に規則正しい⽣活を⼼掛けることにより免疫⼒を維

持できると思います。（以前より運動をしている・70 代男性）



 
問 13 新型コロナウイルス感染拡⼤により、⻭みがき、⻭のケアをする機会が増えましたか。 

 
問 14 喫煙による新型コロナウイルス感染症のリスクについて知っていますか。（例︓マスクを外す喫

煙所で密になりやすく、感染リスクが⾼くなる。喫煙により新型コロナウイルス感染症が重症化す
る。） 

※「その他」に寄せられた意⾒はありませんでした。 
 
 
■【その他】 
問 15 新型コロナウイルスに関して、このほかにご意⾒等があれば⾃由に記⼊してください（150 字以

内）。 

「その他」に寄せられた意⾒ 
・実家に⾏く頻度が減ったので、⺟の⼿料理や外⾷して得ていた栄養素が減った（質素な⾷事になり

やすい）。(30 代⼥性） 
・変わらない。（30 代⼥性） 
・テイクアウトを利⽤することが増えた。（50 代⼥性） 
・外⾷・会⾷は皆無になりました。（外⾷、家族との⾷事、家族以外との⾷事が減った・60 代男性）
・嫌いな納⾖であったが、抵抗⼒がつくとの話にのり、週 1 回は納⾖ご飯を⾷べるようになった。（外

⾷、家族との⾷事、家族以外との⾷事が減った・70 代男性） 
・飲み会がほぼなくなった。（家族以外の⼈との⾷事が減った・50 代男性）

「その他」に寄せられた意⾒ 
・⾍⻭治療は、避けることができないので、受診中です。（以前と変わらない・70 代男性）

知らない 30 知っている 29

その他 1

・⾏政からの情報発信を増やし、もう少し分かりやすくしていただけると助かります。(動画を増やす
とか、図解をするなど。)市のホームページは調べたいものがすぐに出てこないこともあり、使い⾟
いと思いました。（50 代⼥性） 

・テレビでは毎⽇感染者数が発表されているが、陽性者数だけではなく、検査をした⼈数に対する陽
性率も知りたい。（50 代⼥性） 

・テレビなどでの断⽚的な情報しか知らないので、感染した場合のことを考えると次の情報が知りた
いです。１感染した場合の症状、２完治後の後遺症、特に市内で感染した⽅のその後（後遺症とか
も含めて）。詳しい情報発信をしてほしい。（60 代男性） 

・北名古屋市内の感染対策の検討がどのようにされているのかもっとオープンにしてほしいです。ど
のようなメンバーでどのようなことが話し合われているのか、聴講できると助かります。私も病院
の感染対策に関わっていたので、何かできることがないかと模索しています。（40 代男性） 

以前と変わらな…
以前より

増えた 6
以前より少なくなった 1

その他 0



 

・マスク着⽤と脳への影響について、を市で考えていただきたいです。なかなか難しいと思いますが
⼩学⽣へのマスクも任意へしていただきたいです。⼦どもたちのことを⼀番に考えていただきたい
な、と思っています。（30 代⼥性） 

・コロナワクチンの予防接種のスケジュール接種場所等の情報を、早く広報・ホームページ等々で告
知して欲しい。（50 代男性） 

・今年 80 歳になる⺟は⼀⼈暮らしをしています。出来るだけ早くワクチン接種を受けて欲しいと思
いますが、⼿続等簡素化して欲しいです。（50 代⼥性） 

・コロナウイルスに限らず、規則正しい⽣活や睡眠、ストレスのない⽣活など、⾃⼰免疫⼒を⾼める
意識が⼤切。過度な消毒、殺菌は本来⼈間がもつ免疫を低下させかねない。バランスが⼤切。（30 代
⼥性） 

・ずっと不安な気持ちは変わりませんが、感染リスクがある以上、⾃分で気を付けながら⽣活してい
かなければと思っています。（50 代⼥性） 

・⽇⾚（⽇本⾚⼗字社）のいう 3 つの感染症、「病気そのもの」「不安」「差別」の拡⼤を防ぐために決
して侮らず、⼀⽅で恐れすぎない冷静な対応が重要。北名古屋市の感染症の HP もデータが⾒やす
くなり⼤変良いです。ワクチン接種についても期待と不安が錯綜しています。接種対象者とスケジ
ュールを早くわかりやすくお知らせください。（60 代男性） 

・⾃分の⼼の健康を守るために、いかに対処するか、新型コロナウイルスとのつきあい⽅が⼤切だと
思います。あまりコロナウイルス感染に過敏にならずに、規則正しい健康的な⽣活をおくるように
することが感染予防になると思います。（70 代男性） 

・ワクチン接種がひろまって、マスクを外して外出できるのはまたまだ時間がかかるのは覚悟してい
ますが、⼦どもの遊ぶ機会は増やしてあげたいなと思ってしまいます。安全に外で遊べる機会が増
えるといいな。(40 代⼥性） 

・イベント・お祭り等が中⽌・延期で⼦どもたちや市⺠の皆さんの楽しみが減ってしまい残念に思い
ます。今年のジャンボプールほか、中⽌と聞きました。ワクチン接種も始まったばかり・・今（今
年が）⼤事な時かと思いますが、やれることを模索しながら開催できる⽅向へ明るい⽅向へ進んで
ほしいです。ありがとうございました。（50 代⼥性） 

・コロナの影響で市の財政が厳しくなり、サービスが減少すると新聞で読みました。ふるさと納税の
ように何かの事業を応援したいから寄附する(募⾦する)ようなシステムがあれば知りたいです。職
員さんはがんばっているので、評価するような、切り詰める以外の、ポジティブなインカムになる
と望ましいです。（30 代⼥性） 

・新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から、北名古屋市の図書館では書庫資料や雑誌などの即
⽇貸出を現在休⽌している。しかし、名古屋市のようにこれらを即⽇貸し出す市町村もあるなかで、
なぜ北名古屋市は休⽌という選択肢を取っているのか。また、このような公共施設の利⽤制限が解
除される⽬安があれば⽰してほしい。(20 代⼥性） 

・希望したときに 症状がなくとも検査をして欲しい。保健所の対応が悪い。ほんとに悪い。(70 代
男性） 

・⼩学校、中学校で、以前は同じクラスの⼦たちは全員検査を実施したが、最近はどうなのでしょう
か︖学校のメールでもプライバシーなのか明確には記載していないので、今後はクラス単位でのお
知らせになるのでしょうか︖（40 代⼥性） 

・妊婦のため、とても不安な時期が続いています。出産の間の⼊院中は、上の⼦とも⾯会できず、と
ても⾟いです。（30 代⼥性） 

・医療従事者や感染者及びその家族がコロナ差別に遭わないようにしてほしい。(50 代男性） 
・⼦どもなどは各種イベントなどを⾃粛しているが、公園などで集団でたむろしている⾼齢者（早朝

の太極拳の集まりなど）の意識レベルの低さについて、どうしようもないことがないことだが迷惑
だと感じる。（40 代男性） 

・早く終息するのを願っています。（30 代⼥性） 
・早く収束を願う。それだけです。（40 代⼥性）



 
 
■担当課より 
 「新型コロナ感染症予防」に関するアンケートにご協⼒いただきありがとうございました。 

感染者数だけでなく、検査数や後遺症などの情報発信のご要望もありましたが、市としては、愛知県が
発表する情報のみしか把握しておりませんので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
また、ワクチン接種に関しては、4 ⽉ 16 ⽇に 65 歳以上の⽅へ接種券を送付いたします。その後、4 ⽉
下旬に予診票と予約や接種のできる医療機関の案内を送付いたします。 
予約については、5 ⽉上旬から、個別接種、集団接種ともに予約コールセンターまたは WEB 予約を実施
する予定です。 

ワクチンの供給量により、接種開始が遅れていますが、市ホームページ、市公式 LINE などにより順次
情報発信してまいりますのでよろしくお願いします。 

今回のアンケートで、⽇々皆様が感染拡⼤予防に取り組んでいただいていることに感謝を申し上げま
すとともに、引き続き新型コロナウイルスワクチン接種が開始された以降も、感染症予防対策を実施し
ていただきますようお願いいたします。 

・職場で新型コロナの感染者が出て、施設がしばらく閉所になり、雇⽤調整のため収⼊が減りました。
「新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦」の対象だったので申請する予定ですが、職
場で書いてもらわなければならず、まだ申請できていません。何事も素早く対応してほしいと思い
ます。（40 代⼥性） 


