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記述
0歳児がいるので子供にうつってしまったらと思うと怖い。今後復職予定などもあるので、必然
的に外へでる機械が増えてしまう。その前にもっと強い政策で抑えられるだけ抑えておいてほ
しい。
早く自由になりたい。これ以上我慢は無理です・
コロナ対策は大事。でも、この瞬間しかない子供の時間、場所、制限がありすぎる。ここで本
当にその制限は必要なのか。大人が決めたそのコロナ対策ルールは行き過ぎていないか？
必要なのか考えてほしい！子どもの今は、この今の瞬間しかない！！
外食やイベント参加等について、家族観で考え方が異なる（完全に自粛している者もいれば、
コロナ前より頻度は少ないが参加している者もいる）ので、衝突することがある。特に自粛して
いる者が参加している者に対して不満を持ちがち。
生後6カ月の子どもがいるのでコロナウィルスの感染が怖い。特に家庭内感染は絶対にしたく
ないので、外出するときは消毒・手洗い・マスクは常に気をつけている。家には空気清浄機を
置いている。
早くコロナウィルスが収束しますように
0歳児がおり、保育園に入れる予定のため、保育園に関係している人にはワクチンをしっかり
打ってほしいと考えます。ワクチンを打てない人のために、周りの配慮が必要と考えます。
コロナに対する考え方が、年齢や地域差、職種などで人によって異なることがつらい。ワクチ
ンを接種したいが2回目はまだ予約できていない。ワクチンを打たないと人に会えないし（母に
初孫を会わせられていない）、スポーツや文化活動もできず、大会に参加することもできない。
そのようなことが不自由さ、窮屈さを感じる。人との関わりが遮断されているのがつらい。
妊娠しているので感染はとても怖い。病院に行くのも怖い。検診以外外出はしていない。

できるだけの対策を取っていて感染してしまったら仕方がない。福井県はいろいろな対策を頑
張っているので、少し安心感もある。
ニュースを見ていると、福井の場合は県外から持ち込まれるケールが多いので、大都市での
不安がある
感染対策をもっと強く徹底してほしいです。政府の対策も後手後手で、ワクチン接種の順番
も、まずは若者から接種するべきだったと思います。
ワクチンの安全性を高めてほしい。 現況に慣れずにいたいと思う。 （コロナウイルスが当たり
不安がある
前にならないようにしたい。）
全く人との関わりを経つのは難しい世の中。 1人1人が感染に気をつけての行動を心がけるこ
不安がある
とが大事だと思います。(県外への不必要な外出は控えるべきかと) 被害の減少や少しでも早
いコロナの収束が訪れることを祈ります。
医療が逼迫して、必要な医療が受けられない状況は避けたい。 早くおさまってほしいが、この
やや不安がある
先、すぐにおさまるとは思えないので、新しい過ごし方を見つけていくべきだと思う。
やや不安がある 育児中なので余計に外出を控えている。
あまり不安はない 自分の身は自分で守る！！手洗い、うがい、マスク！！周りに迷惑かけずに。
あまり不安はない 実家が県外なので帰れる状況になってほしい。
不安がある
行政はとても頑張っていると思います。しかし、国民の意識が少し低いと思います。
第1回の緊急事態宣言から明らかに危機感がなくなっており、いつ収束するのか不安。県外
不安がある
からの帰省も増えているため、外出などもできずストレスがたまっている。
実家は首都圏です。もう2年近く帰省できていません。支援センターは閉鎖、公園も利用制限
がかかり、行くところもなく孤独を感じて育児をしています。先日、地元の方に「実家に帰るな
不安がある
ら、（福井に）戻ってくる前にPCR検査だねえ」と言われました。ごもっともだと思います。です
が、ただただ悲しかったです。
県外に行くのは完全に自粛しています。早くこの状況がよくなってほしいです。一人一人の行
不安がある
動が大切だと思います。
ワクチンを接種したことで無症状になり感染を広めないか不安 ワクチンを接種すればコロナ
不安がある
に感染しないと勘違いしてる人がいる
県内もすごく増えてきましたが、目に見えるものではないから予防をしっかりしなくてはならな
やや不安がある い他どうしようもない。誹謗中傷だけはしてはいけないと思います。子どもたちの未来がどうな
るのか、どんな正解になっているんだろうと思うと不安がある。
県外由来がほとんどだと言いますが、県外の人は「誰が鳴ってもお互い様だ」と言って帰省し
やや不安がある ていました。正直、県外への旅行もやめているのに不公平だと思いました。子どもたちの経験
が少なくなってしまい、申し訳ない気持ちです。
やや不安がある 旅行を自粛しているため、県内の温泉に県外客が来ないのであれば行きたいと思う。
やや不安がある 0歳児の育児をしているので、予防接種の副反応が出て子どもの世話ができないと困る。
やや不安がある 早く収束して県外へ旅行に行きたいです
マスク付けての会話、距離を保つことがきちんと守れているのであれば、外出などコロナ前の
やや不安がある
ように過ごしてもいいと思う
あまり不安はない 無理はしない。できる範囲で自粛する。
不安がある
早く終息して県外への旅行を子供にさせてあげたい。家族以外との交流が少なくさみしい。
不安がある
一日も早く終息して不自由のない生活に戻ってほしい
不安がある
不安有り
自粛が長引いてて限界が来てると思いますが、なるべく早く終わらすためにもしっかり自粛を
不安がある
みんなでやっていきたい
この先本当に県外に出かけることができるようになったりマスクなしで生活することができるよ
不安がある
うになったりするのか心配
不安がある
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今後数年は、ワクチン接種進んでもコロナに罹る人は0にはならないと思う。あまり過剰に考
え、閉じこもるよりは、感染予防をして楽しめる範囲内で、レジャーや会食も少しずつしていけ
やや不安がある
たら良いと思う。県内施設や飲食店も、今後ますますそういったニーズに対応していけるよう
になってほしい。
あまり不安はない マスクなしの生活がしたい。
保育園の行事など、成長が見られる場が中止などにならないか心配。小さな町なので、一気
不安がある
に拡大しそうという不安がある。
自分たちがどれだけ気をつけていても、海水浴のシーズンは、海も近い近所のスーパーに県
不安がある
外の都市圏のナンバーの車が停められており、自衛の限界を感じています。もっと強制力を
もった対応が必要ではないかと思います。
不安がある

ワクチン接種を進め、感染拡大を止めてほしい。子どもが安心して過ごせるようにしてもらい
たい。

自粛を続けている今でも感染状況は収まらず、このまま、いつまでこの生活が続くのかと考え
ると大変つらい。一旦＂感染ゼロ＂に向けて、政府が対策を練ってほしい。（ロックダウンなど
有効になるものを）
マスクもできないくらいの歳の子どもがいるので、外出にとても気を使ってしまい、外出するこ
不安がある
と自体億劫になりがちです。小さいうちに連れて行ってあげたい場所にもなかなか連れて行っ
てあげられないのがとても残念です。
不安がある
なるべく人混みにはいかない。
市民に守れと言っているのに、国の上の人、町や市の役所の人が守らず感染しているので、
やや不安がある
この先不安でしかない。守っている人がアホくさい思いをしていると思う。
あまり不安はない ワクチンの安全性への疑問
不安がある
全ての人がワクチンを接種することで落ち着くと思われます。
大人ばかりが感染拡大の原因を作っており、自粛やイベント中止を強いられているこども達が
不安がある
かわいそう。
新型コロナウイルスを正しく恐れることが必要だと思います。不安を必要以上に煽ることは許
不安がある
されないと思います。事実を伝えていくことが必要です。
やや不安がある 注射2回接種したらその人たちは自粛を解除すべき
外出、旅行などを控えている分、家での食事にはお金をかけ、いいものを食べている。食費が
不安がある
アップした気がする。
不安がある
先が見えず、コロナのせいで仕事が不必要に忙しい
まだ続くと予想されるため、我慢の日々が続きそう。ワクチンやマスク着用など、リスクを減ら
不安がある
していくことで活動が広がってほしい。特に教育（学校など）では、子どもたちがこれまでの教
育活動が行えるようになってほしい
不安がある
正しい情報を得るように心がけている。家族の安全第一に考えて行動している
子どもが小さいため不安あり、接種の様子を見ていますが、これ以上増えるようなら接種も考
不安がある
えます。子どもが安全に暮らしていける世の中になってほしい。
授乳していると接種できないと聞きました。病院（小児科）で接種した人が気分悪くなって部屋
不安がある
に入って行かれたのを見たので、接種に不安があります。近所の人との会話も減った。人を
遠目で見るようになった。
ワクチンも何もかも対応が遅い。いつまで続くのか。マスク生活に疲れた。どこも出かけられ
不安がある
ず、子どもに説明できずつらい。
先日息子の園で陽性園児が出て、クラスターにはならず、息子も濃厚接触者にならずに済ん
だので良かったですが、すごく不安になりました。職場からも、3日の休園でしたが1週間休ん
でほしいなど不安を与えてしまいました。そういうこともあり、友人は濃厚と言われていないか
不安がある
らと、仕事場には報告していないとのことでした。その時は、私もそうすればこんなに休むこと
なかったかなあ、とも思いましたが、やはりもしもの事を考えたら、報告をしておくことも大事と
思いました。この選択は難しいと思いました。
飲食関係で仕事をしていますが、小さな子（マスク着用が無理）を連れてこられる方や、マスク
不安がある
なしで来店される方など、大分、悪い意味でコロナに慣れてしまっている人が増えているよう
に感じます。
若年層からワクチンを打てるようにすればよかったと思う。今更、○○宣言と出されても、自粛
不安がある
している人はそのままだし、しない人はしない。自粛も人によるし、少し強制力を高めた行動
制限をしてもいいと思う。
ワクチン接種する予定はなかったが、なんとなくしないといけないみたいな風潮になったため
不安がある
予約した。子供（高校生）も接種したくないとのことだったが、説得した。
不安がある
対策をした上で、行動はしていきたい
不安がある
早く収束してほしいです
一人一人が予防をしっかりしていれば恐ろしいことはあまりないが、学校など子どもの間で広
不安がある
まるのはかわいそうだ。
不安がある
こんなに長く影響が続くと思っていなかった。いつまでこの状況が続くのか、うんざりします。
やや不安がある 特効薬ができるまではマスクと手洗いを徹底していくしかないと思っている。
コロナウィルスのワクチン接種について、接種しなければならないという無言の圧がつらい。
やや不安がある 接種が当たり前な雰囲気。自分はまだしも、子供には正直受けさせたくない。学校から来る、
接種しましょう！的なメールが何度も来てうっとおしい。
やや不安がある ワクチン普及して自粛が回復してほしい
子どもを遊びに連れていきたいが、もし感染して、園や職場、家庭に影響があったら・・・と考え
やや不安がある
ると動けない。影響を考えない人もいて、板挟みというかジレンマを感じる。
不安がある
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私は営業職なので、いつどこでもらっても仕方ないと思っている。消毒やうがい手洗いなどは
徹底しているが、無症状の人もいる以上、ロックダウンくらいの事をしなければ感染拡大は防
げないのではないか。また、私はアレルギー持ちで、インフルエンザワクチンでもモデルナ
アームのように腫れ上がるため、怖くて受けられない。
小さな子供もいるので、感染予防と混雑してる場所、感染者が多く出てる県外には行かない
事を徹底している
2年ほど前から、完全に旅行は自粛していたため、感染予防をしつつ、可能であれば旅行の
計画を立てる予定。
マスコミが嘘の報道しているために、インフルエンザよりも弱いコロナにみんなが不安になっ
ている。ソーシャルディスタンス、マスク、ワクチン、必要ありません。それなのに、店でもどこ
でもマスク、消毒！ろ、国民が自ら首を絞めているのです。経済を回すためにも自粛は必要な
いと思います。残念ながらハーツでも、マスクを、消毒を！とアナウンスが入るようになってし
まいました。みんなマスクして自粛してるのに、ウィルスが収まらないことに、おかしい！と気
が付いてほしいです。コロナはただの風邪です。ワクチンは危険です。
コロナ禍で、昨年から沖縄への帰省をずっと我慢している。落ち着いたら帰省しようとずっと
思っているが、観光客が増えてきている。長い期間緊急事態宣言が発出され続けている現状
を見ていると、帰省を我慢しているのが虚しくなってきた。実家の親や兄弟に会いたいのに、
自粛を頑張っていても先が見えない事に、とても不満がある。土地柄、観光客は減らないで
しょうし、親はいつまでも元気とは限らないし。 先が見えません。
ロックダウンが必要だと思う。

35～45歳未満 福井

やや不安がある

35～45歳未満 福井

やや不安がある

35～45歳未満 福井

やや不安がある

35～45歳未満 福井

不安はない

35～45歳未満 丹南

不安がある

35～45歳未満 丹南

不安がある

35～45歳未満 丹南

不安がある

交際費は減ったが、家の中で使うもの煮たいしての購入がコロナ前より多い。（家電、消耗
品）

35～45歳未満 丹南

不安がある

現在授乳中なので、もう少しワクチン接種のメリット・デメリット、また接種した人の統計結果が
より正確に出たら接種したいと思います。また子どもを守るすべがないものか・・それが気が
かりです。

35～45歳未満 丹南

不安がある

中高生は割と気にせず遊び歩いていると感じる。そのため、早く予防接種を受ければよいの
にと思うが、全く接種が進んでいない。我が家の子供たちはもう2回接種済みだが、周りの友
達はまだ全然受けていない。学校も始まるし、もっと受けやすいような環境が必要だと思う。

35～45歳未満 丹南

不安がある

12歳以下の子どもへのワクチンを考えてほしい。コロナ発生時、どこの学校くらいは情報ほし
い。

35～45歳未満 丹南

不安がある

35～45歳未満 丹南

不安がある

35～45歳未満 丹南

やや不安がある

35～45歳未満 丹南

やや不安がある

35～45歳未満 丹南

不安はない

35～45歳未満 敦賀

不安がある

35～45歳未満 敦賀

不安がある

35～45歳未満 敦賀
35～45歳未満 敦賀
35～45歳未満 小浜
35～45歳未満 小浜

35～45歳未満 小浜

35～45歳未満 小浜

守らない人達がいる限り感染拡大は止まらないと思います。
ルールを守れない一部の人の行動によってすぐに拡大するのが非常に腹立たしい。 万が一
かかったら体調の心配より県が詳しく発表することによる社会的な制裁の方が怖くて自粛して
いる。 県の取り組みは素晴らしいと思うが、他県より簡単に緊急事態宣言が出てしまうので、
その度に子供の習い事や部活がなくなり、公共施設が閉まり、とにかく閉塞感だらけで精神的
に辛い。 子供の部活や行事を縮小しておいて、全国から人の来る総体はやって、他県生徒
の感染により県の感染者数が増えるのは納得が行かない。 子供の一年は社会人のそれと
は全く価値が異なり掛け替えのないもの。 身勝手な大人のせいで簡単に大切な子供時代を
我慢させて、子供の将来や人格形成に問題が出るのではと心配している。 県が宣言を出す
ことで、教育機関は個別に検討もせず、一律に行事を延期、縮小するので、地区ごとの感染
者数や、重傷者の割合など、もっと細かく個別に検討もできるだろうことを、強く働きかけてほ
しい。 次世代の宝である子供たちの、特に心の健康のために、もっともっと努力をしてほし
どこで感染するか怖いが、子供達が遊びに退屈しているので、ある程度感染対策しながら、
遊ばせたい
感染拡大で子供の修学旅行に色々と制限がある
心身ともに健康に過ごすこと。とにかく、免疫力を高めておくこと。心配を過度にしないよう努
めています。
自粛を心掛け、家族で楽しく過ごせるようにしている。
子供の行事が縮小、中止になっていること、行動が制限されていることがとにかくかわいそ
う。

両親が県外に住んでいるため、2年近く会えていない。孫の成長を写真でしか見せることがで
きず悲しい。 ワクチン接種が進み、今までのように手洗いうがいなどの徹底した行動を取れ
ば、もう少し県外との往来が可能になってもよいのではないかと思う。
早く元の生活に戻りたい。特に子供達には感染に口うるさく言わず、自由な生活を早く送らせ
やや不安がある
てあげたい。
子どもたちが楽しみにしていた行事が中止になり、本当にかわいそう。また、心身の成長の大
不安がある
切な場や機会が奪われているので不安に感じる。
一人一人がもっと責任感を持って感染対策をして欲しいと思います。 (緊急事態宣言時にも県
不安がある
外旅行者がいたり、マスク無しで行動している人がいたりしたのを見かけたもので)
行動制限などを設けるのであれば、公共施設やショッピングモールの営業はすべきではない
と思う。経済、人の命どっちが大切か考えるべき。どっちも取ろうなんて欲のある考えではコロ
ナとは共存できない。また、個人の自由にして行動も制限すべきではないとも思える。それで
やや不安がある コロナに罹ってしまえば個人の責任。重傷者のみ入院で、あとは自宅療養。それも理解した
上で個人の自由に任せる。このままだと、もう一生どこへも行けないし、学校行事とかも無理
なのでは・・・。あとは、行動制限や時短するのなら、国の何も働いていない（何も役に立って
いない）国会議員の給料から国民にお金渡すべき！！
日本人の同調圧力にうんざりしている。科学データと全体の幸福・権利・福祉のバランスを大
あまり不安はない
きく見る人が少ない。ウィルスを0にすることは無理。
不安がある
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45～55歳未満 坂井

不安がある

45～55歳未満 坂井

不安がある

45～55歳未満 坂井

不安がある

45～55歳未満
45～55歳未満
45～55歳未満
45～55歳未満

坂井
坂井
坂井
坂井

不安がある
不安がある
不安がある
不安がある

45～55歳未満 奥越

不安がある

45～55歳未満 奥越

不安がある

45～55歳未満 奥越
45～55歳未満 奥越
45～55歳未満 奥越
45～55歳未満 奥越
45～55歳未満 奥越
45～55歳未満 福井

家族で久しぶりに外食したときに感じたことです 自分のテーブルでは、料理がくるまではマス
クで会話をし、食べるときは黙食をしました でも、他のテーブルでは、マスクを外し会話してい
る家族もいました 緊急事態宣言の意識がうすい方もいるようです
ワクチンの予約を取りたくてもなかなかとれません。
ワクチンを2回接種したからといって感染していないわけじゃない。ウィルスを持っていれば、
自分に症状がなくても人にうつす力はある。なのに、2回接種したら県境を超えてよい！と国
が言うのはどうかと・・・。受け入れ先が2回接種していないとダメなのでは？医療者が先に接
種して、一般の人が完了する頃、医療者の免疫は薄れる・・・ということは医療崩壊するか
も・・・しれないですね。
早くワクチンが普及して治療法も確立してインフルエンザと同等になってほしい
早く収束してほしい
災害レベルのため、自分で守るしかない
感染しないようこれからも予防し気をつけていきたいと思います
県外にいる子のワクチン接種がまだ未定。自由に行き来できる日が待ち遠しいが、最低の条
件としてお互いのワクチン接種だと思う。
マスクは絶対つけるようにしている。人の多いところには行かない。4人以上での会食は絶対
しない。

感染予防の基本、マスク・手洗いの徹底を皆が行い、”自分は大丈夫”という油断は絶対にし
ないでほしい。
学生や仕事が忙しい人たちや、あまりニュースを見る機会がない人たちにも現在の状況がわ
不安がある
かるようになるといいと思う。自分が感染することで周りの人たちに大変な影響を与えるという
ことも考えながら行動しなければと思う。早く治療薬が出来ればいいなと思う。
皆が困っている状態。注意していても近くに迫っている状況。ワクチンをしていても、感染すれ
不安がある
ば周囲に迷惑がかかる。お互い心の余裕がなく、何かあればストレスのはけ口のように攻撃
されるシビアな世の中。
コロナ自体はなくなるものじゃないので、付き合っていくしかないと思うけど、個人の意識の問
やや不安がある
題だけだと思います。かかりたくないと思えば県外や人が集まる場所には行こうとは思わない
ワクチン接種について、打たない方がいますが今後そのような方がコロナになり、接種を済ま
あまり不安はない
せた人にもうつす恐れがある。完全終息を目指すためにも、接種をしていただきたい。
不安がある
政府が全く信用できず、かなり悲観している。
不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井

不安がある
不安がある
不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

45～55歳未満 福井

不安がある

国、県ともにオリンピック、パラリンピックをはじめとする、世界規模、国内規模のスポーツのイ
ベントは大々的に開催されている一方で、小学校の体育の授業や中学校の部活動、中体連
主催の大会は、参加や活動、開催が大きく制限されている。大学生の学習、活動も同じ。純粋
な教育活動にばかりしわ寄せが行っている。この夏以降の状況に、理不尽さと無力感を感じ
る。（昨年はそうではなかったので、国民みんなで乗り切ろうという一体感を持てたが、今は持
てない）
ワクチン接種は済んだが、変異ウィルスが今後も出てくると思うので、感染しないよう注意して
生活していきたい。（自分のため、人のため）
オリンピックや高校生の全国大会（インターハイ）、小学生の大会などなど開催されている中、
地域の小さな活動に制限がかかっていることに納得がいかないです。
気持ちが交差している。「もういいじゃん、増えても」「世間体があるのでやはり厳しく自粛」 疲
れた。この状況に。
コロナはあるべきものとして、どうしたら感染リスクが減るかを考えて生活（生活を）楽しむこと
もやっていく必要あり。
早く終息して、旅行に行ったり自由に友人たちと食事にいきたいです。まず、県外の往来を減
らして感染者がなくなるといいなと思います。
いろいろな情報に惑わされて困る。正しい性格な情報のみにしてほしい。
以前に比べて気持ちが緩んでいるように感じます
早く終息して、以前のように旅行や食事を楽しみたい
子どもが、イベント、体験、修学旅行、家族旅行など、今の時期しか経験できないことが、でき
ない状況でとてもかわいそうです。
ちょっと前に家族で外食したのですが、マスク会食されていない方がいました。注意したくて
も、何かあると怖いし、お店の方がい言ってくれるといいなと思いました。店員さんは見て見ぬ
ふりでしたが・・・。
大学2年生の子供がいます。コロナ禍になり、大学入学後ほとんどオンライン授業で、同じ学
部内に友人ができておらず、大学の勉強にも興味・関心が見つけられていない状況です。何
のために県外の希望大学に頑張って入学したかを見失ってしまっています。早く以前に近い
大学生活が遅れ、意義ある生活ができるように願っています。
ワクチンは家族全員2回接種済みだが、皆アレルギー体質なので、2回目接種時の副反応が
ひどかったため、やはりかかるのは怖い。
接種予約がうまく取れない（特に2回目）。若い成人、子供たちは集団接種が望ましい。（強く
は言えないが）リスクより、周りが打たない・打つの状況で判断してしまうから、この日に（日
時）とか決定して支持してくれると行く気がする。自由が不自由の世の中になってきているよう
に思う。
先が見えず、疲弊しています。
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45～55歳未満 福井

やや不安がある

自分たちが自粛していても、緊急事態宣言が出されている県の方が福井に来ているのを見る
とやっていられない気分になる。感染者が拡大したときはもっと厳しくしないとだめなのではと
思う。最初の時と比べて緊張感がなくなってきている。あと、情報は過剰な憶測ではなく正確

45～55歳未満 福井

やや不安がある

マスク生活はまだ続くと思う。（ワクチン接種は進んでも）

45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井

45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井
45～55歳未満 福井

45～55歳未満 福井

ワクチン接種も進んできている。もうすぐ2年になる。私は家族に会えない状況が続いている。
早く規制が緩和されるようになってほしい・.
ワクチンパスポートの提示での割引やイベント入場はどうかと思う。打てない人もいるというこ
やや不安がある とをわかっていただきたい。PCRの無料検査を充実すべきで、陰性の照明とかがいいと思う。
まずは、打った・打たないの差別化はやめるべき。
ワクチン接種と推進されているが、地震の体調への問題のため接種できないと考え、接種し
やや不安がある ない人が肩身の狭い思いをする状況になっているので、そこらへんのことをもっと表に出し
て、共生する風潮を考えてほしいと、少数派の意見であると思うが言いたいです。
日本政府の対応は海外などと比べると制圧力もなく、だらだらとここ1年半過ごしてきた気がす
やや不安がある る。実情をもっとオープンにし、危機感をもたせるようにしないとなにも変わらない、我慢のみ
の日々が続くと思う。
ワクチン接種済みでも、安心して暮らせない環境下にあると感じています。家族や同僚が一
人でも感染したら、仕事も学校も休まなければなりません。濃厚接触者に認定されても同じで
やや不安がある
す。また、その後は誹謗中傷や風評被害に怯えなければなりません。１日も早く、コロナの特
効薬を作っていただきたいと願っています。
やや不安がある 県外の実家に2年帰れていない。
頼みの綱のワクチンによる免疫持続性や変異ウイルスへの効果など安心できないところはあ
やや不安がある
りますが、コロナがあったから、ぐっとSociety5.0等が進められた側面もあるのでは、と思って
あまり不安はない 特になし
近所でも県外の学生が（大阪）帰ってきてる。自宅中マスクなし。近所にばれなければいいか
あまり不安はない らと母親が言っているそうだ。ちなみに80代高齢者同居。春先にも、現在も行き来してる。ダメ
だと思うが、注意すると怒られた。
やや不安がある

現在の状況は仕方がないが、デルタ株が増えている現在、期限付きで、集中的に自粛をすべ
あまり不安はない きだと思う。 どの世代でも「みんながやっているから、私もしなければ」という同調意識を自分
自身の行動の指針にする人が多いので、一斉であれば、自粛できるのではないか、と思う。

45～55歳未満 福井

不安はない

45～55歳未満 丹南

無回答

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南

不安がある

45～55歳未満 丹南
45～55歳未満 敦賀

やや不安がある
無回答

45～55歳未満 敦賀

不安がある

45～55歳未満 敦賀

不安がある

45～55歳未満 敦賀
45～55歳未満 敦賀

不安がある
不安がある

シンプルに合理的に考え方をアップデートしたい
勤務先に不特定多数の人が来るため、二重マスク、手洗い消毒に神経質になっている。県外
から来る人が多いから心配です。
自宅療養は絶対やめてほしい。娘が東京にいるのでとても心配。9/4に2回目接種と聞いてい
る。モデルナなのでとても心配。
人と会うときは必ずマスクをしてほしいなと感じています
県外にいる我が子にも会えず我慢しているのに、ニュースを見ていると「コロナ感染者は県外
にいる子より感染」と聞くと腹立たしい。
ワクチン副反応、解明されていないものがありすぎて不安。若い子どもたちがどのような副反
応がでるのか？脱毛や不正出欠なども出るようなことを聞いたので、不安しかない。でも、命
を守るため、他人にも移さないため、ワクチンは打たせるつもり。
皆さまが基本的な対策を取り、これ以上感染拡大しないように。安心に生活したいです。
報道やネット情報が多く、本当はどうなのか？と思う。福井は、ワクチン接種も病床もきちんと
していて不安はないが、日本国として、何やってんだ！と思うことばかりで、コロナが終息する
気がしない。毎日マスクと手洗いに気をつけ、外出を控え、気を張って仕事をしている国民も
いるんだ！！と怒りを感じる。
コロナに罹ってもこの薬を飲めばすぐ良くなる、というような薬の開発を早くしてもらいたい。正
直、子どもにこのワクチンを打つのをまだ不安に思っている。しかし最近の状況を見ていると、
コロナに罹って重症化したり、後遺症が残る不安を思うとやはり打つしかないのかと思ってい
予防接種の義務化にする
ワクチン接種が進むことで状況は良くなっていくと思っていたが、想像よりも変わらず、まだま
だ以前の生活に戻るには時間がかかりそうであると考えています。
大人はワクチン接種をしているが、子どもは12歳以下なので子どもの感染が心配。緊急事態
宣言中は自主的にこども園を休ませているが、子どもの成長も心配なので、解除後はどうしよ
うか迷っている。
自分ができる感染対策をするだけです
こんな状況でもマスクなしで買い物している男性をよく見かけるので心配。以前よりコロナ対
策がされていない気がする。
身近に迫ってきている感じがしてとても不安
県内では気をつけながら生活していますが、県外に行ったりできないことに不便も多いです。
検査体制の強化が必要。旅行など何かをするときや、接客業の人などの定期的な検査など
無料で気軽にできるように。
普段の生活も必要以上の事柄をしているつもりはないので、コロナといっても特に行動として
特別大変という思いはないが、自営業者（クリーニング店個人経営）のため売り上げが減って
しまい、もとに戻るのか？戻らないならどうするか？を考えています。
辛い
県外に行きたいのに、他の人が行きもらってくるのに立腹します。守っていただきたいです。
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45～55歳未満 敦賀

不安がある

感染予防のために、感染が危ぶまれる状況、行動を具体的に情報提供してほしい。報道では
不安をあおるような言動もやめてほしい。ワクチン接種は理解するが、ワクチンの安全性は信
用していない。

45～55歳未満 敦賀
45～55歳未満 敦賀

不安がある
不安がある

早く終息し、元の生活に戻りたい。
自粛が続き過ぎるのと、感染の怖さと、見通しが立たない不安でストレスが最大です。

45～55歳未満 敦賀

不安がある

不織布マスクを出掛ける時は必ずしています。人か多そうなお店などには入店を見合わせま
す。

45～55歳未満 敦賀

やや不安がある

45～55歳未満 敦賀

やや不安がある

45～55歳未満 小浜

不安がある

45～55歳未満 小浜

不安がある

45～55歳未満 小浜

不安がある

45～55歳未満 小浜

不安がある

45～55歳未満 小浜

やや不安がある

55～65歳未満 坂井

不安がある

55～65歳未満 坂井
55～65歳未満 坂井

不安がある
不安がある

55～65歳未満 坂井

不安がある

55～65歳未満 坂井

不安がある

55～65歳未満 坂井

不安がある

55～65歳未満 坂井

不安がある

55～65歳未満 坂井

不安がある

55～65歳未満 坂井
55～65歳未満 坂井

不安がある
不安がある

55～65歳未満 坂井

不安がある

55～65歳未満 坂井

やや不安がある

55～65歳未満 坂井

やや不安がある

55～65歳未満 坂井

やや不安がある

55～65歳未満 坂井

やや不安がある

55～65歳未満 坂井

やや不安がある

医療体制を整えていただく。ワクチンパスポートの発行でいろいろな制約を抑えてほしい。

55～65歳未満 坂井

やや不安がある

早くインフルエンザのようなものになってくれれば…と思う。もともと出歩く方ではないが、県外
に住む子供・孫に会えないのは不自由。このまま会えずに死んでしまうんじゃないかと思う時

55～65歳未満 坂井

やや不安がある

多分ウイルスはもっと変異して行くと思うんですが、きっと効果的な薬や、マスク‥手洗い以外
の方法が見つかって終息して行くと思ってます。発見が早いか変異が早いかとにかく時間が
必要なので、その時間の過ごし方を人間が一丸となって考え行動に反映すべきです。人間は
凄い！きっと乗り越えられる。心を一つにして戦っていきましょう。

55～65歳未満 奥越

無回答

55～65歳未満 奥越

不安がある

55～65歳未満 奥越

不安がある

55～65歳未満 奥越

不安がある

自分自身ができることを気をつける
状況が変わるまでは、行政の判断のもと、自粛するべきは自粛をすることが私たちに出来る
事だと思う。医療従事者の方やその他のソーシャルワーカーの方が頑張ってるなかですが、
皆がなるべく早く以前の生活が出来るよう願います。
県の方針に従って、もう一年ほど県外の実家に戻っていません。しかしながら、県外から訪れ
る車を見かけない日はありません。もし、次に第6波が来たら、もっと全国一律の対応をしても
らいたいです。
今のように、いつどこで感染するのかわからない 怯えて生活していく状況から１日も早く脱し
たい。 これからも、感染しないような行動を心がけていきたい。
予防、治療薬がないことへの不安。 心身共に窮屈なくらしに疲れてますね。 何処を向いて
も、安全性がないことばかりで、生き方も変わりますね。
接種しない人への圧力はやめてほしい。
一人一人の考え方に差がありすぎる。感染予防や周りの人に対する気遣いを全く認識してい
ないように思える人も良く見かける。
県外へ自由に行き来できるようになるといいです。娘のところへ遊びに行きたい母です。（ワク
チン2回接種者限定で）
交際費が大幅に減った。葬式の際の費用が抑えられ助かった。ムダな出費がなくなった感じ。
感染、クラスターなど注意が必要。今できることを、今するしかない。
早く終息してほしい。なぜ県外へ行くのか。なぜ感染予防対策をもっと考えないのか。医療従
事者の苦労がわからないのか。
ワクチン2回接種は必須であり、やはり外食はリスクが高いと思うのでできるだけ控えるように
してほしい。
マスクなしで生活したいです
今後もマスクと消毒は日常として続いて、ワクチンも年に数回自費で受けることになると思い
ます。進化していくウィルスに国産ワクチンも開発されるはず。現在、外食や旅行、映画など
行かず、必要な買い物だけの外出です。
私の周りで感染した人がほとんどいません。危機感を持つように心がけています。旅行など行
きたいのですが、年に2～３程を完全に自粛しています。外食も減っていますが、支出はほと
んど変わらないので不思議です。
県外の旅行に早く行きたい
ワクチン接種が、若い人は予約が取れない状況で心配だ。
県外には行かない、日常的にマスク手洗い、でも、完全にコロナを予防する事は無理だと思
う。
家族に迷惑をかけないように、自分でできることをする。
若者へのワクチン接種が進めばかなり落ち着くと思っているが、本当に10月末までに希望者
に接種されるのか心配です。多くの人が希望してくれるのを祈っています。
周りで感染した人はいません。ワクチンを受けた若人はあまりいません。ワクチンの副反応ば
かりが知識として広がっているようです。必要性を、もっとメディア、政治家が訴えてほしいで
す。
福祉サービスを受けている家族がいるので、県外にいる親族と自由に会うことができない。ワ
クチンの有効性は否定しないが、接種後の死亡者の情報が、週刊誌には出ているのにテレビ
や新聞では扱わないことに疑念があり、接種することに気持ちが向かないでいる。そういう話
をすると、ほとんどの人は理解を示してくれるが、中には「接種しない人がいるのは怖い。人
が集まるところには来ない方がいいと思う」という人もいて、未接種者の排除が多数意見にな

ワクチンは2回接種したが、体に害にならないのか、などなど情報がいろいろあって、何を信じ
てよいか不安。早くコロナに効く薬が出来てほしい。
県外への行き来をなくすこと。マスク
ブレークスルー感染といいますが、ワクチン濃度が薄かった・・・・。接種対象者不明などとあり
ますが、ブレークスルーした人たちの接種会場までさかのぼった調査はあるのですか？
ワクチン接種も大事ですが、自粛が大事だと思う。自分自身の健康管理。
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自由意見
55～65歳未満 奥越

不安がある

55～65歳未満 奥越

不安がある

55～65歳未満 奥越

やや不安がある

55～65歳未満 福井

無回答

55～65歳未満 福井
55～65歳未満 福井

無回答
不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満

福井
福井
福井
福井

不安がある
不安がある
不安がある
不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井
55～65歳未満 福井

不安がある
不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井

不安がある

55～65歳未満 福井
55～65歳未満 福井

不安がある
不安がある

55～65歳未満 福井

やや不安がある

55～65歳未満 福井

やや不安がある

55～65歳未満 福井

やや不安がある

55～65歳未満 福井

やや不安がある

55～65歳未満 福井

やや不安がある

日本全体の感染対策が中途半端。罰金を取るぐらいの厳しさが欲しい。国民全体も危機感が
薄すぎる。自粛している人が迷惑しているので、もっと危機感を持つよう、政府、マスコミ、自
治体なども工夫してほしい。早くワクチン接種を進めてほしい。
長い目で見て行かないとダメですが、来年からは徐々に県外往来、旅行、イベント行事の実
施が 出来るようになり、景気回復が見込まれると願ってます。
同じ市内で感染が発表されると、特定されたり、誹謗中傷がネット上に拡散されている。感染
は誰でも起こりうることだから、それぞれ自分のみになって考えてもらいたい。予防接種も任
意なはずですが、接種して当たり前の風潮や接種パスポートなどは差別につながり、任意と
矛盾しているように思います。
お盆とかにもやはり県外から帰省している人がいる。中には帰省したくても我慢している人が
いるのだから、自分だけじゃなく、周りのことも今一度考えるべきだ。
若い世代のワクチン接種がすすんでいない
早く収まってほしい
無症状の感染者もいて、今はいつ誰が感染してもおかしくない。各々が自覚してより慎重な行
動をとってほしい。ワクチン接種は必要最低限。
子が高3で、秋から来春にかけ県外へ出向く必要があるが、今の状況で安全に行えるのか不
安。
ワクチンが一番の道だとは思っているが、そのことがこれから先の健康への影響、安全性が
気になる（不安）。小さい幼児へのワクチン、安全性、問題点を知りたい。
いろいろn情報があり、何が本当か、何を信じればいいのかわからない。
コロナに感染した場合の医療費や生活への影響、その他様々なマイナス面を考慮すれば、市
民の行動変容や感染予防、感染後の重症化防止のために、いくら費用（投資）をかけても結
局はプラスになると思う。
感染したくないので注意しているが、まだまだ前の生活には戻れないことが心配です。
一人一人で気をつけない限り減らないでしょうね。
個人で感染予防に努めても、国の対応が期待できない（オリンピック開催など）
接種可能年齢の人の全員接種を目標にすべき
まだ半年はマスク生活になると思う。治療方法が確立されて、インフルエンザのように一定期
間ごとにワクチン接種するようになるのではないかと思う。そうなったらインフルエンザのよう
に個人負担でいいと思う。ずーっと無料では国の財政がやばい。
まず最初に新聞を見るところはコロナの感染状況です。最近ではほんとに身近な人がPCR検
査を受けることになったりしています。外食や旅行はほんとに控えたいと思います。
マスク着用や3密の回避を徹底し、これまで通りコロナウィルスに感染しないように気をつけた
いと思う。
未成年の子どもたちが、感染しないように学校・部活や、家に帰っても家の中にいて外では遊
ばないようにしているのに、大人は大勢で会食や飲酒をしているのはおかしいと思います。病
院関係者の方々は毎日頑張っていることを、もう一度考えてもらいたいと思います。
高齢者や若者のワクチン接種を優先させているようですが、子育て世代の30～40代の接種
が後回しになっているように思います。大きな企業等は職域接種で早めに打てるようですが、
自営や小さな会社ではまだまだ予約できないのが現実です。
うつらない工夫（人との接触、食事、あまり出歩かない）
とにかく怖い。いつ感染するかわからないので常に不安がある。
現在病気治療中のため、ワクチンを打ちません（打てません）。ワクチンパスポート導入で、
人々を不平等に扱うことのないようにしていただきたいと思います。ワクチンを接種してもブレ
イクスルー感染もあり完全に防げないので、パスポート導入によりこれ以上生活しにくい世の
中になってほしくないです。
副反応が心配で接種しない方がいます。特に若年の方が多いように思うので、先を見据え、
周りの人（家族や友人等）のことも考えて、接種してもらえたらよいなと思います。
自分がコロナに感染したら、テレビで放送されているように自分が一番つらくて苦しいのだか
ら、政府のやり方を批判するより、もっと個人個人が、こういう行動を取ったら感染するかもし
れないと危機感を持たなければいけないと思う。（医療従事者の人は毎日感染者と接触して
いるのにコロナに罹らないのは、感染対策がしっかりされているからですね）
ワクチンを接種しても手洗い、マスクは欠かさないし、必要以外はどこにも外出しない。
コロナに感染したらすぐに入院できる状況であってほしいです。医療従事者の方々は本当に
リスクがあり大変だと思います。
とにかく早く収まって元の生活に戻ってほしいです
ワクチン接種が進んで、以前のような生活に戻りたい。
福井の野戦病院の案は安心材料の一つになっていて、東京などの大都市でももっと考えて実
行してほしい。大都市が収束しないと日本中が収まっていかないと思う。都会に住んでいる家
族がとても心配。
個人個人の意識の問題
ブレイクスルー感染もあるし、2回接種終わっていますが交代はどれくらい残っているのか心
配です。
PCR検査で陰性だったからと言って、地元へ帰ったり旅行している人がいますが、何日後かに
発症している人が多々います。自分はうつらないと思っているのでしょうね。
必要以上に怖がることもないが、マスク・手洗いをキチンとして必要のない人との接触は避け
るべきだと思っている。
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自由意見
55～65歳未満 福井

やや不安がある

55～65歳未満 福井

やや不安がある

55～65歳未満 福井
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南

まだまだ予防や注意が必要
人と接することが人間の基本的欲求にあるのだと知った。話したり、一緒に食事したり、短時
間でも言葉のキャッチボールをしないと関係性がギクシャクするし、心が満たされないというこ
あまり不安はない
とを知った。年金生活者なので、人と接しない生活は苦ではないが、会社や学校などの生活
を送る人はストレスがあると思う。
不安がある
一日も早く終息してほしい。以前のような生活を取り戻したい。
不安がある
同居している母はワクチン未接種で、ワクチン自体を怖がっている。

55～65歳未満 丹南

不安がある

55～65歳未満 丹南

不安がある

55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満
55～65歳未満

丹南
丹南
丹南
丹南
丹南

55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 丹南
55～65歳未満 敦賀
55～65歳未満 敦賀
55～65歳未満 敦賀
55～65歳未満 敦賀
55～65歳未満 敦賀
55～65歳未満 敦賀
55～65歳未満 敦賀

2回接種後も生活スタイルは変わらない。制限がある中く終息してほしい。旅行に行けないの
が残念。

自分の身は自分で守るしかない。コロナは非常に怖い。さみしいけれど、会社へ行くのみと、
会社の中でも離れて仕事をするなど、会う人が非常に減った。減らした。他人様に迷惑をかけ
ないため。来年、再来年もマスクは必須なんだろうな。経済はどうなるんだろう、と未来が読め
ない。

福井県民自体は早く対応できていると思うが、国の動きが遅く、県外の息子が心配。
これだけ感染していて県をまたぐことを控えるように盛んに言われているのに、まだ守ってい
不安がある
ない人がいる。カラオケ、飲み会もなるべく禁止となっていても、守らない人がいる。迷惑であ
る。
会社でコロナ陽性が一人でもでたら、国・県より会社営業停止にするようにしてほしい。保障も
不安がある
出してほしい。（中小企業では働いている人の負担が大きいため）
今までも年に一度しか帰省しなかった家族（息子）に、コロナで帰省できず会えないのはさみ
不安がある
しいものです。早く誰もが行き来できるよう願っています。
行動制限をして、感染しないようにと、不自由な生活をしている者から見ると、県外を往来（遊
不安がある
びなど）したり、外食して感染したひとに対しても検査や医療費が無料なんておかしい。感染
対策をせずに陽性になったらお金を出させるべき。そうすれば少しは減るのではないでしょう
不安がある
外出できず家ばかりいます。ほとんどお金を使いません。
不安がある
仕事以外あまり外出せず（必要以外）外出時はマスク。帰宅したら手洗いをする。
不安がある
なぜルール（国が決めた）に従わないんだろう。路上飲みする大人がとても残念でした。
不安がある
副反応のリスクが高いコロナワクチン接種について不信感がぬぐえない
不安がある
2度目のコロナ感染拡大時に一度ロックダウンが必要だったと思う（全国的に…)
次々から新しいウィルスがでてきて今のワクチンで大丈夫なのか心配。 早く薬ができるのを
不安がある
待ちたいが、この先どうなるか不安だらけ、人類滅亡なんて考えたくない。 早く収束を願うば
かり。
若い方々の自由奔放で無責任な行動を慎んでいただきたい。 日本の行政はしっかり仕事を
不安がある
していると思います。
同調圧力は困る。人は人。誹謗中傷、自分の身に置き換えないのか。自分はかかっていない
やや不安がある
が、もしうつしたどうするつもりか？と強い圧力をかけられるのがつらい。
やや不安がある ワクチン接種を早く国民全員が受けてほしい
やや不安がある 治療法が確立すれば罹患しても不安は軽減する
やや不安がある 早く終息してほしい
2回接種は完了したが、接種済みでも感染するので今まで通りマスク・消毒を徹底していきた
あまり不安はない
い。小学生や園児のワクチン接種が早くできるようになると安心です。
地方に住む私たち高齢者や大人がちゃんと規制を守って生活しているのに、一番危険にさら
不安がある
されている都会の若者の行動には腹が立ちます。
ワクチン接種が全国民に早くいきわたるようになるとよい。地区別集団接種でスムーズに行え
不安がある
ないのか。国の対応より、各地、各病院やクリニックが独自に動いていることに国力不足を感
じる。収束を願うばかりです。
今は感染者が減って少し安心できる状況ですが、第6波は必ず来ると言われているので、感
不安がある
染対策は引き続き行っていかなければいけないと思います。でも、県内での外出や外食はし
健康でいる事が、1番大事だと思っているので、今は我慢。コロナが終息したら、いっぱい、旅
不安がある
行や食事、ショッピングに行きたい。
居住地からだと嶺北の方へ買物に行くよりも滋賀県方面へ行く方が近いのですが、滞在2時
やや不安がある
間以内なら大丈夫とか、ダメとかいう基準を決めてくださるといいなと日ごろから思います。
やや不安がある 年齢的に死亡したくないので、ワクチン接種を迷っている。すごく不安がある。
やや不安がある 自分自身や家族のため、感染予防を心掛けるしかないのではないでしょうか。

55～65歳未満 小浜

無回答

自粛ばかりで疲れる。ストレス発散する場がない。性格上、公開する行動は控えたいので、つ
まらない。

55～65歳未満 小浜

不安がある

ワクチン後、1・2回目とも発熱してしんどい思いをしたのにも関わらず、効果は「数か月で減
少」や「3回目が必要」などのニュースを見るにつれ不安になります。3回目の接種はやめよう
かとも思います。

55～65歳未満 小浜

不安がある

55～65歳未満 小浜

やや不安がある

55～65歳未満 小浜

やや不安がある

マスク生活が長くなっていますが、まだまだ続きそうです。気を緩めずに、３密を避け、現状維
持で頑張ります。
ワクチンはいつまで有効でしょうか。来年も接種が必要なのでしょうか。不安ですね。
基本的な感染対策は必要であるが、生活の流れに変化はない。その中で、次々と出てくるで
あろう変異ウィルスに対しては、体質改善も必要だと思う。ワクチン接種も、何回も必要ならい
つでも、もっとスムーズに打てるようにできれば、と願う。
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自由意見
65歳以上
65歳以上

坂井
坂井

不安がある
不安がある

いつ誰が感染してもおかしくない。怖い。
買物は平日に、なるべくたくさん買ってくる（回数を減らす目的で）

65歳以上

坂井

不安がある

自分は感染しないように気をつけ、皆が他人に感染させないよう行動に責任を持ってほしい

65歳以上

坂井

不安がある

65歳以上

坂井

不安がある

65歳以上

坂井

不安がある

65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上

坂井
坂井
坂井
坂井

不安がある
不安がある
不安がある
不安がある

65歳以上

坂井

不安がある

65歳以上

坂井

やや不安がある

ワクチンを2回接種しても効果はあるのか？3回目の接種もあると報じられておりますが、まず
はかからないことが大事だと思う。また今後も共存していくことしかないのかとも思う。

65歳以上

坂井

やや不安がある

2回接種したので不安はなくなりました。でもマスク、手洗い、アルコール消毒などは続けてい
ます。

65歳以上

坂井

やや不安がある

65歳以上

奥越

不安がある

65歳以上

奥越

不安がある

65歳以上
65歳以上

奥越
奥越

不安がある
不安がある

65歳以上

奥越

不安がある

65歳以上

奥越

不安がある

65歳以上

奥越

不安がある

65歳以上

奥越

不安がある

65歳以上
65歳以上

奥越
奥越

不安がある
やや不安がある

65歳以上

奥越

やや不安がある

65歳以上

奥越

やや不安がある

65歳以上

奥越

やや不安がある

65歳以上

奥越

やや不安がある

65歳以上

奥越

やや不安がある

65歳以上
65歳以上

奥越
福井

やや不安がある
無回答

65歳以上

福井

無回答

65歳以上

福井

無回答

同居はしていないが、近所に小学生の孫がいます。現在、子どもの感染が増えているのでと
ても心配です。12歳未満にはワクチン接種がされないので、そのことも気になっています。
買物に行けないので配達が助かっている。
拡大が続いている今、ひとりひとりが本当に真剣に考えているのかすごく不安。2回接種後の
感染も報告されて、ますます不安。でも、必ず終息の日が来ると信じ、感染予防を心がけた
い。
県外にいる孫たちに会いたいし、来てほしいが怖いので。もしかしてと思う。
いつまで続くのか不安
たくさん集まる所へは出かけない。遠くへは出かけない
ワクチン2回で安心しているが、この先3回目も必要とあらば接種のつもりである。
主治医は、羅漢した場合は重症化すると明言しています。私はがんの後遺症持ちの夫の看
護や自己の持病もあり、未だ一度も接種は受けておりません。国は接種を強く促しますが、接
種後の副作用の危険や実際の「その後」についての明言を避けていて迷っている者の不安を
掻き立て、さらに私たちは慎重になります。インフルエンザの予防接種でも風邪症状が2～3日
続く身です。性格な情報を開示すべきと思います。

早く終息してほしい。そして、県外の知人・親戚を訪問したい。
PCR検査を大規模にやってほしい。早く見つけて周囲に感染させない。県外との交流をしばら
くシャットアウトする。全国的にすれば、企業等にとっても公平であると思う。
県外には出ない、マスクをする、指を消毒する、密を避ける、ストレスを発散する努力をする。
（散歩、趣味に没頭する）
マスク・手洗い・消毒を、出歩く（出かける）時には必ずする。
外出は控えるようにしている
防止するためにいろんなことを自粛しているつもりだが、周りとの温度差を感じる。（周りの人
間は緩すぎる）
世界中で感染拡大しているのでとても不安。テレビ等で、人出が減らない、イベントへの参
加、外国ではマスク不着用など報じられているのを見聞きすると腹立たしい思いがする。もっ
と速く、効率よくワクチン接種を進めてほしい。
PCR検査を、制約なしでいつでもどこでも、有料でもよいからできるように。ワクチンパスポート
の発行（海外へ行く人には出しているのに、県外へ行く人には出さないのはなぜ？）
次々とコロナウィルスが出現して、いつになったら終息するのか不安。外出、外食、会食は避
けてとのことで、日常の楽しみがなくなりさみしい限り。
ともかく早く収まってほしい
食料の買物以外はほとんど出歩かない
ワクチンや治療薬が全世界の人に行き渡らない限り、世界中とつながりを持つ現在は国や自
治体、個人が一生懸命頑張ってもコロナはなくならないと思う。インフルエンザのように、ワク
チンや治療が早く確立してほしいと願うばかりです。ストレスフルな毎日です。若い人たちがは
めを外すのも、ちょっと理解できる気持ちもある。
一体全体、どうしてこんなコロナ禍になってしまったのか。困っています。どうすると防げるの
か考えています。でも、そんな中でマスクのおしゃれを心掛けています。テレビなどで小さいお
子さん方がかわいいマスクをしていると、ああ親御さんにかわいがられているのかな？と
ちょっぴり安心しています。TOKYO2020,パラリンピックが無事に終わりますようにと祈ってい
ます。コロナ禍の終息した世界を、宇宙を楽しみに待っています。
高齢になると、人との接触・おしゃべり等とか我慢できる（私は）と思うが、若い人は仕事等あ
り、大変だとは思うが我慢できることは我慢してほしいと思います。マスクのない生活が早く来
ればと思います。
手指消毒、マスク。常に予防に心がけている。
新しいコロナ㈱が次々出てくるので、この後どうなっていくのかとても心配。ワクチンの効能に
ういてはっきり示してほしい。
タミフルのような（コロナの）治療薬が出来てほしい。
3密を避け、なるべく外出しないよう心掛けている。県外から出入り、絶対控えてほしい。
早くコロナ感染がなくなり、自由に行動できる世の中に戻ってほしいと願っています。マスク着
用、手洗い、うがい、サークル活動中止、外食しない、旅行しない、県外の家族とも会っていま
せん。生協の宅配助かっております。
早くコロナから脱出したい気持ちで一杯。普段気が付かないうちに、人々すれ違いなど、わざ
とに方が触れないよう、見た目が感じ悪い！
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自由意見
65歳以上

福井

不安がある

65歳以上
65歳以上

福井
福井

不安がある
不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

自分や周りの人達を守る為、感染対策に心掛けている。 大都市の人々との危機感の差が少
し怖い。
なかなか減ってこないのが心配です。
政府の対応が甘い
昨年よりもコロナウィルスの患者が多いのに、今年は気の緩みが多いように思います。例え
ば、スーパーなどの入口、出口に設置してある消毒剤なども、スプレーせずには行ったり、個
人個人の意識が低いように思います。
行動が非常に制限されている（自分で制限しているところも多い）。買物も、メモをもってさっと
行ってさっと変えるしで、ショッピングを楽しむことは全然なくなった。日帰り温泉や旅行も行か
なくなって、楽しみが少なくなった。感染したくない！移したくない！の気持ちが今でも一番あ

65歳以上

福井

不安がある

若い人ほど感染すると重症化しやすいと言われているが、高齢者にとっては、昨年より1年2
年経過すると、この2年間だけでも若い人の人生の倍、3倍、2年分、4年分の人生が、ただ耐
えて引きこもっているだけで過ぎているような気がして、時の重さ・貴重さ、大切さを、このまま
この状態で過ごしていいのかと思います。もっと国を挙げて自由に外に出られる対策を、マス
ク以外に考えてほしい。老人は心が重症化してしまうと思います。

65歳以上

福井

不安がある

自分がかかるかもと不安はある。身近な人がかかったら、嫌な思いをしないように支えたい。

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

県をまたいでの移動はやめる。個人ができること、会話するときはマスク、人ごみを避ける

65歳以上

福井

不安がある

個人個人が、感染させない・感染しないという自覚をもって予防することに尽きると思います。

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

毎日感染者数とクラスターはニュースに出ますが、何が原因かを知りたいです。県外の出入り
も、その人たちは県外へ行っただけで陽性になったのか？県外で会食をして感染したのか。
負担で買物も怖いです。最近は空気感染で、とのニュースが！どうしていいかわかりません。
コロナになるまで春と秋は旅行に行ってましたが行かれないのでさみしい。
感染するかも…不安がありますが、マスクをして人ごみは避け自分で衛しかない。早く自由に
行動できる日が来ることを毎日願っています。
福井県民は意外と保守的な方が多く、きまりを守っております。県外から貰ってくる方が多い
と思います。毎日、新聞で感染数をチェックしております。県知事杉本氏も先へ先へと政策を
考えていただき感謝しております。
最初の対処が、どうして！と思うほど悪かったと思います。政治家はもっと国民のために、もっ
ともっと一生懸命働いてほしいと思います。こんなにたくさんの人が亡くなったり、重症化した
り、とんでもないと思います。
小学生低学年にもワクチン接種できるように願っている。

65歳以上

福井

不安がある

いつ収束するかわからず不安。コロナワクチン接種済みでも、外出・外食は控えています。

65歳以上

福井

不安がある

マスクは続ける。小学生の運動時のマスクはやめた方がよい。ワクチンは不安も多いが、受
けることを進める。

65歳以上

福井

不安がある

若い方（２０～50歳）の社会人の方からワクチンを先に打つようにしていく方がよかったのでは
ないでしょうか。あまり激しく行動をしない、社会の規則を守れる人はゆっくりでも動かないか
ら。

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

私たち夫婦は、副反応など考えて受けてなく、息子から、孫たちが学校から感染してくることも
あるから受けた方がよい、とか近所の人からは受けていないのが信じられないというような反
応があり、心が揺れることがあります。でも、今のところはまだ受ける気になっていません。
現在は1年半前より状況が悪くなっています。ワクチンも進んでいるのに、なぜこうなってしまう
のかなと思いますが、やはり一人一人の行動しかないのかなと思います。私の周りは皆自粛
していて、誰も感染していないので不思議です。

一年に10万円くらい使っていた、友人その他との外出がなくなった。びっくりしている。これか
らもないだろうと思います。
どうしようもないと思うが、特に高齢者が外出を控えているので、後で動けなくなる人達が増え
るのではないか。
自宅療養は不安です。医療関係のところへ入院させてほしい。
昨年よりも感染が拡大しているのに人出が増えているのが分からない。子どもたちが罹らな
いように願っています。
外出を最小限にして家にいるのだが、少し淋しい。コンサート、映画など自由に行けるように
なってほしい。ただ、ワンコ友達がいて、この人とワンコ、私共のワンコと私で、晴れの日は散
歩をするようにしている。これが一番の楽しみです。コロナさん、遠いお山へとんでって！
自分が感染していて人にうつすのが一番こわい
ワクチン接種が進んでも、手指消毒・、マスク着用・人との距離を保つことを続けなければなら
ないと思う。今、感染者をできる限り減らすことが大事だと思う。普通のインフルエンザの様
に、飲み薬が普及するまで警戒を怠ってはいけないんだろうと思う。
田舎だからか自粛生活もそれほど影響なく、収入面も対して変わらない。都会の人は大変だ
と思います。
外食は控えている。特に夜のお酒の入ったものは行かない。人の多いところにも行かないよう
にする。人との間を取る。
人が多く集まる娯楽施設を閉鎖してほしい
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自由意見
コロナにうつるのは仕方がないが、うつすことはないように気をつける。人の接触は避けてい
る。
老人より若者を中心に考えてほしい
ワクチン接種済みの人は行動を自由にしてほしい
ひとりひとりが県や国の要請に従い守っていくとコロナも収束するのでは、と思います。やむを
得ないかもしれませんが、がんばっていきましょう。
マーケットの野菜、果物の裸商品が、不特定多数の人が手にしているので、家で丁寧に洗っ
てはいますが、このコロナ禍で気になります。
趣味の活動が出来ないのが淋しいです。国民が愛国心をもって、一人一人が感染収束に向
かって努力してほしいと思います。
今、子どもたちの感染が多くなり、若い人たちは一番大切な時です。高齢者は家や家の周り
で行動できます。若い人からコロナ接種をしたら、ここまで感染拡大しなかったんでは、と年寄
ながら感じます。我慢に慣れています。
全ての人がワクチン接種望む。できるだけ早く！！
老人が先にコロナワクチンを接種したものの、学生（小学生～中学生）の団体の方が拡大して
いるみたい。学生が自由に勉強できるように、早くなってほしいですね。
自粛してストレスだ、ストレスだと言っている人がたくさんいるけど、介護の方がよっぽどストレ
スだ。

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上
65歳以上

福井
福井

やや不安がある
やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

早く落ち着き、消費意欲もわき、各業種の利益の回復を祈る

65歳以上

福井

やや不安がある

県外には行かない。子供たちが県外にいて『帰ってくるな』とい強く親が言えるようにならない
とダメ！政治家の人たちが収入を減らして医療に回してほしい。若者がコロナに対して深く考
えてほしい。
感染予防のための基本をしっかり守れば「絶対」に感染しないと考えています。（県人口70数
万人のうち、感染者は3000人未満）会食、カラオケ、マスクなしの会話、すべて感染した人々
の油断、おごり、ウィルスをなめてかかっている気持の現れでしょう。感染報道で、徳に高齢
者の感染者のワクチンの有無を発表してくれたら、すべての年齢の人々の接種の動機にでき
ると思う。

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上

福井

やや不安がある

65歳以上
65歳以上

福井
丹南

不安はない
無回答

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上
65歳以上
65歳以上

丹南
丹南
丹南

不安がある
不安がある
不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

65歳以上
65歳以上

丹南
丹南

不安がある
不安がある

65歳以上

丹南

不安がある

普通でもあまり外出しないので、コロナ禍で家にいるとストレスがたまるとかで外出している
人、特に小さい子ども（赤ちゃん）を連れて外出しているのを見ると、本当に感染心配している
のか、と思う時がある。
変異株や接種後の効能期間が気になる
数年単位での自粛と行動制限が続くと思う。マスクをして出掛けることも当たり前となるので
は。葬儀なども、様変わりし より簡素化していくのではないだろうか。免疫力を高める日常生
活が送れる用にやっていきたい。
長期間で試した場合、何らかの支障が出てくるように思う（ワクチン接種について）。
早く終わりになってほしい。2回しても心配です。
感染拡大をする前の、初期対応の対策をしなかった。（PCR検査、自粛に対する経済支援、感
染症に対する国の防疫の確立）すべての国民の命を守るための感染対応、対策ができてい
ない。
変異株が出てきているので怖い
県外から来る、県外へ行く、みんな気をつけてほしい
言うことを聞かない若者などには、コロナに罹っても診れないという。
ワクチン2回完了者は、海外みたいに証明書見せてどこへでも行けるようにしてほしい。ストレ
スばかりの毎日。孫たちも学校でも厳しく・・・。発散するところなし。老人も子どももかわいそう
です。
一人ひとりができる感染予防対策を徹底させ、コロナが一日も早く収束しますように！
ワクチンの接種を加速するために政府はいろいろ方法を考えてほしい。人の流れを減らすた
めに政府が国民に対してお願いしても効果が少ないことが明確です。希望する若者たちにワ
クチンを早く接種することに尽きると思います。
コロナワクチンを2回接種しても完全に感染を防げるものでもなく、最近の報道では少しづつ
交代数は減っていくなど、あるいは三回接種が必要など不安な情報ばかり入ってきます。ま
た、エアロゾルが大きな原因との報道もあります。「三密」はまだ意識してできても、エアロゾ
ルってすごく怖いなと思います。
マスク完全使用。なるべく家から出ない。1日2回は体温を計る。食事はしっかりとる。水分補
給
自分の身は自分で守る
高齢者の自分たちの行動は、コロナ前と今とであまり変化はないけれど、若い人や子どもた
ちは不安で不自由で、明るい未来が見えてこずかわいそうになります。
早く収まってほしい
早く若い世代にワクチンを接種してほしいです
家族全員2回接種済みですが、接種済みでも感染する人がいるので心配です。県外に住んで
いる孫に2年以上会っていないので、早く収束してほしい。
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自由意見
65歳以上

丹南

不安がある

大阪に住んでいる次男宅に去年の正月に子どもが生まれたのに一度も見に行くこともでき
ず、来てもらうこともできず、お互いに辛いさみしい思いをしている。私たちは70歳を過ぎてい
るので、感染して重症化したら、と会うことを断っている。
新型コロナウィルスの実態について解明されていないから、政府の対策が後手後手に回るの
は仕方ないが、コロナワクチンが有効であることは証明されているがワクチンの有効期限が
ある以上、今後何回も接種し続けることは人間にとって危険であり、また国家予算にとっても
マイナスだと思う。私が気になっていることは、新型コロナウィルスに感染してもいないのにワ
クチンによって声明を絶たれた方々について、詳細を公表しその方と家族の無念についてマ
スコミは報道すべきだと考えます。新型コロナに感染して亡くなられた方ばかり強調して、感染
してもいないのに将来を絶たれた方の家族の声がなおざりにされている。ワクチンとの因果関
係がないとして始末された無念の死を遂げた方のために、因果関係を追求して、安全なワク
チンを製造してほしいです。
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今年は今まで通り慎重にして、様子を見極めます。（来年の2～3月まで）
感染拡大が一向に少なくならない。自分はもちろん、周囲の方、外出を控え、いろんな面で気
配りが必要だと思います。
福井県では、知事さんや医師会が連携していて自宅療養者が０ということなので、安心してい
る。ただ、外国の方の行動は少々気になる。
今回のコロナウィルスの蔓延は恐ろしい。止める方法がないのかと思います。どこにいたらよ
いのかも言えない。ワクチン接種の通知も、行政で順番を決めて出して、都合の悪い方に対
処するという方法もあるのでは。もっとスムーズに進める方法を考えるべきではないでしょう
自営業なので、客数大きく減り不安ですが、私だけでなくもっと大勢の人が大変な毎日を過ご
していると思うので、うつらない、移さないの気持ちでいたい
ワクチン接種の順序について、1番最初は医療従事者は納得します。次が高齢者というのは
違和感がありました。仕事のため、娯楽のため活発に動き回る若い世代こそ、先に接種を受
けるべきではないかと。高齢者は、大多数は家におります。感染するとしたら若い家族からが
大半だと思います。なので、２番目に接種するのは一律20歳以上の希望者全員に。もう遅い
ですね。友達に話したところ、「実験代だよ！」と。「まさか！（笑笑）」でした。
マスクを徹底している。
感染者を避難すべきではない。若者のワクチン接種が少ないと聞いている。職場、自治体等
より接種要請が必要なのでは（半強制）。ワクチンパスポート化も必要なのでha.
人と接するときはマスクをする。人の多いところはできるだけ控えている。
コロナ前の日々にかえってほしい。自分の行きたいところへ自由に行きたい。
旅行に行けない日や都会の娘たちとも会えない日が続いていますが、もう少しの辛抱と日々
過ごしています。地域の人たちの交流の場に、感染対策をして参加するようにしています。

皆さん県からのルールを守って早く0になってほしいです
外食は今は我慢の時。家族全員が、コロナウィルスに感染しないことを1人1人が自覚をもって
やや不安がある
行動すること。
なかなか収束することなく感染拡大していますが、外出なども控えているとそんなに重く感じま
せん。アレルギーなどでワクチン接種が出来ない人もあるので、自分にできることは気をつけ
やや不安がある
ています。成長期の子どもたちのいろいろな活動が制限されるのはつらいことだと思うので、
少しでも拡大を防ぐためにも1人1人ができることは続けていきたいと思います。
やや不安がある 全員がコロナ対策を考えて行動して欲しい 1日も早く終息することを願ってる。
あまり不安はない ただひたすらコロナウィルス感染が収まることを祈ってます。
娘や孫が毎日夕食を食べに来るし、高齢の年寄もいるので自分や主人は絶対にかかっては
不安がある
いけないと思い、あまり外出しないように気をつけています。主人も大好きなパチンコをやめま
した。生協さんは自宅まで配達してくれるので、その点助かっています。
県外車が多くなっていることにぞっとする。地元の人（私たち）の行動範囲が減っている。孫た
不安がある
ちの行事が減ってかわいそう。学校でワクチン接種が2回目まで早く終了してほしい。
不安がある
一日も早い終息を願う
本当に困っている。都会で暮らす子供夫婦の家事援助に行くことが出来ず、孫とも会えてなく
不安がある
てとてもつらい。子や孫への感染も心配している。
不安がある
外食、外出は絶対に行かない。家族みんな。
不安がある
いつまで続くか不安です。早く東京にいる孫や娘に会いたいです。
不安がある
若い人に多いので、自覚をもっての行動をしてほしい
不安がある
早くいつもの生活に戻ってほしい
国や県から言われていることは守っているが、時々、しない方がいいと思う会合など、すると
不安がある
言われて困っている。やめてほしいとは言えない立場なので考えてほしい。
子供の感染も増えてきているので、幼稚園や学校での集団接種ができるといいと思います。
もう以前のような生活には戻れないだろうと覚悟している。ソーシャルディスタンス、消毒、マス
クなど、なくならないだろうと思っている。
困っているのは飲食業者だけではないと思う。みんな平等に手厚い援助が必要ではないか。
ロックダウンも必要かと思う。
全世代のワクチン接種が早期に終了するといいと思う。
PCR検査も、ワクチン接種も、タイミングが遅く解決のメドが立たない状況になってしまったよう
で、とても残念な思いで毎日を過ごしています。
若い方に速くワクチンを打ってほしい。
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私の姉妹は、埼玉・神奈川・千葉に在住しています。年齢を重ねて、いつ会えるのか少し心細
く感じています。年に2回ほど会えるのを楽しみにしていましたが、今は自粛、我慢の時だと思
います。今、何が大切なのか考え、行動することが大切だと考えています。早い収束を願うば
かりです。
コロナ感染拡大中は他県には行かない（仕事以外）。マスクをする、3密をさけ、自宅に帰って
きたときは手洗いうがいをしっかりする。買物へ行っても会話も長時間しない。なるべく短時間
で買って帰ってくる。
マスク、手洗い、これしかないのかなあ。お酒類は、飲むとどうしても大きな声で話すから、路
上飲みはダメだと思います。いつになったら収束するのかなあ。
収束より共存の方向に考えを移行した方が自然な気がする。人心がコントロール不可能なの
で、収束は無理だと思う。ワクチン接種者が増えることと、有効な治療薬が出てくることを願っ
ています。
マスク、手洗い、消毒（手の）必ず実行する
買物に出かける回数を少なくしている
あと何年続くかわからない。早く収束してほしい。孫たちにも会いたい。県外に出かけたい。
県外車ナンバーを見ると不快になる
ワクチン接種について。孫たち（10代）はSNSで発信されているデマに振り回されている。若い
者たちにとってSNSの影響は大きく、出来れば正しい情報を公的に（学校や地域の配布物等）
子どもたちにきちんと伝えていただけたら、と思っています。
外出、買物控えている
若い人に早くワクチン接種してほしい

