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　今月号では、この春（１月～３月）「リサチャン」で行ったアンケートの結果を抜粋してレポー

トします。

長崎県について関心度NO.1は「雇用・所得について」　（１月14日～16日調査）

　「2020年の長崎県」について関心度を尋ねたところ、回答者232名のうち、「とても関心がある」

が最も多かったのは“雇用・所得について”（39.7％）で「どちらかと言えば関心がある」（50.0％）

を合わせると約９割の人が「関心がある」と回答しています。次いで“少子化・高齢化について”、

“観光について”でした。

•長崎県は人口流出が多いため、少子高齢化が心配。まずは雇用の拡大、安定した雇用を確保し
て、県をあげての住みやすい街づくりをしてほしい。（30歳代女性）
•斜面地の空き家を区画整理して車両が入れる住宅地（東山手とかなら和風と西洋風の折衷とか）
にすれば住みやすく、移住者も増えるのでは？　日本のサンフランシスコを目指すとか、斜面
地を避けて平地にという流れがあるようだが平地は高価なマンションばかり。高齢者の住宅も
車が入らず介護も買い物も大変なのはなんとかすべきでは（30歳代女性）
•地元（南島原市）では元気な高齢者も多く、これからさらに増えていくと思う。限界集落など
含め、自分の身近な問題として気にはなっている。（40歳代女性）
•近年の異常気象の怖さをふまえ、利益のみにとらわれわることなく対策が必要だと感じる。（40
歳代女性）
•少子化は全国的に止められない現象。増やす対策ではなくて、少なくなってもやっていける対
策が必要。（40歳代男性）

2020 春のリサーチから

長崎県について関心度NO.1は「雇用・所得について」　（１月14日～16日調査）

長崎県限定インターネットリサーチ「リサチャン」アンケート

関心度（N=232）

IR（統合型リゾート）誘致について

V・ファーレン長崎について

空家・空地について

新幹線について

人口減少について

自然災害・温暖化・異常気象について

観光について

少子化・高齢化について

雇用・所得について 39.7 50.0 8.6 1.30.4

34.9 47.0 15.5 1.3 1.3

28.4 53.4 16.4 0.9 0.9

34.5 46.1 17.2 1.3 0.9

35.8 41.4 20.3 1.3 1.3

28.4 36.2 21.1 13.8 0.4

17.2 47.4 28.0 4.7 2.6

14.7 35.8 29.3 15.9 4.3

20.3 29.3 31.0 15.9 3.4

とても関心がある どちらかと言えば関心がある どちらかと言えば関心がない 全く関心がない わからない・知らない
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９割以上の人が自分の健康について「関心がある」　　　（２月７日～12日調査）

　風邪やインフルエンザ、感染症への備えとしての日常の「健康」について尋ねました。

　自分の「健康」に関心があるか尋ねたところ、回答者260名のうち、「関心がある」と答えた人

が57.3％と最も多く、次いで「まあまあ関心がある」（35.8％）でした。一方で、「関心がない」

と答えた人はいませんでした。

　また、将来の自分の「健康」に不安を感じているか尋ねたところ、「不安を感じている」と答

えた人が66.5％と最も多く、「不安を感じていない」（20.4％）の３倍以上でした。

「健康を維持・向上」させるためには、継続すること

　自分の「健康を維持・向上」させるために実践していることがあるか尋ねたところ、回答者

260名のうち「実践していることがある」が58.8％と最も多くなっています。

　「健康を維持・向上」させるために実践している、または、今後やってみたいことは、「ウォー

キングやジョギングなどできる運動を継続する」が66.9％と最も多く、次いで「ストレスをため

ないように工夫をする」（45.4％）となっています。

　「健康を維持・向上」するために、効果があった、継続できなかったことを尋ねました。

　【効果があったこと】

•毎日のランニングと筋トレは本当に健康にも仕事の生産性を上げるのにも効果的です。（30歳
代男性）
•夜、家族と食後にウォーキングをすることを習慣化していたが身体を動かすことで家族との会
話が生まれるのが良い事だと思う。（30歳代女性）
•睡眠には気をつけている。睡眠の質が良くなれば、身体はもちろん心（メンタル）の疲労はだ
いぶ改善される。（40歳代男性）
•ヨガをしている。体をリラックスさせ気持ちがいい。ダイエットは食べてはダメだと思うと逆
にストレスになるので食べたら運動しようと思っている。（40歳代女性）

９割以上の人が自分の健康について「関心がある」　　 （２月７日～12日調査）

「健康を維持・向上」させるためには、継続すること

自分の「健康」への関心度（N=260） 将来の自分の「健康」への不安度（N=260）

関心がある
57.3％

まあまあ
関心がある
35.8％

どちらとも言えない
0.4％

あまり関心がない
6.5％

不安を感じている
66.5％

不安を
感じていない
20.4％

分からない
13.1％
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　【継続できなかったこと】

•ウォーキングが継続できない。（30歳代女性）
•栄養補助食品を試しましたが、目に見える形で効果が実感できず、結局やめてしまいました。
（40歳代女性）
•スポーツクラブ通いは運動好きでないと続きません。（50歳代女性）

コインランドリーの利用について　　　　　　　　　　（２月14日～18日調査）

　黄砂やPM2.5、花粉の飛散のため、洗濯物の外干しが気になる季節、「コインランドリーの利

用について」尋ねたところ、252名の方から回答を得ました。

　「今までに一度も利用したことがない」と答えた人は約２割。また、コインランドリーを利用

したことがある人203名にどのような時に利用したか尋ねたところ、「毛布や布団、シーツ、カー

テンなど大物を洗濯したい」が57.6％と最も多く、次いで「乾燥機を使いたい（外に干したくない・

天気が悪い日が続くなど）」（40.9％）でした。

　今後、コインランドリーを利用したいと思うかについては、約半数の人が「利用したい」と回

答しました。

コインランドリーの利用について　　　　　　　　　 （２月14日～18日調査）

「健康維持・向上」のため（N=260）

特にない

その他

かかりつけ薬局・薬剤師に相談する

ホームドクターに相談する

スポーツジムに通う

できるだけ外食を控える

いつも万歩計を利用している

できるだけ飲酒を控える

健康補助食品を利用する

起床時間、就寝時間などある程度決める

質の良い睡眠をとるために工夫をする

できるだけ塩分・揚げ物を控えるなど食生活に気を付ける

ストレスをためないように工夫をする

ウォーキングやジョギングなどできる運動を継続する 66.9％

45.4％

38.1％

28.5％

27.7％

19.2％

18.8％

16.9％

16.5％

13.8％

6.5％

1.2％

4.2％

3.8％
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　【利用したい理由】

•雨続きの天候時に、家で室内干しをしたら湿気が気に
なる時など、溜まる洗濯物を一気に片付けるにはコイ
ンランドリーが一番。乾いた洗濯物や洗剤の香りが爽
やかに感じられて空間自体も好きだから。（30歳代女
性）
•靴洗いのランドリーは、子ども靴洗うのに役立つ。（30
歳代女性）
•春になると pm2.5 花粉飛散で、外に干したくない時
期になるから。（40歳代男性）

　【利用したくない理由】

•家での洗濯で十分だから（50歳代男性）
•衛生面が心配。（50歳代女性）
•今まで必要に感じた事がなく、もし利用するとしても洗濯物を持っての移動が大変。（70歳以
上女性）

普段の情報源、大半がインターネットとテレビ（２月27日～３月２日調査）

　情報があふれる時代、どのようにして必要な情報を得て、それをどのように利用しているのか。

「情報源」について尋ねたところ、188名の方から回答を得ました。

　普段の情報源として、上位を占めたのは、「インターネット（ニュースサイトや情報サイトなど）」

（94.1％）と「テレビ」（90.4％）、これに「新聞」（65.4％）が続きました。

普段の情報源、大半がインターネットとテレビ（２月27日～３月２日調査）

コインランドリーの利用シーンについて（N=203）

特に決まっていない

その他

ダニ対策、花粉除去などをしたい

周りを気にせず、都合の良い時間帯に洗濯したい

週末などに洗濯物をまとめて洗濯したい

自宅で洗いにくい物（くつ、厚手の衣類など）を洗濯したい

多量の洗濯物を短時間で洗濯したい

クリーニングに出すより安く済ませたい

乾燥機を使いたい（外に干したくない・天気が悪い日が続くなど）

毛布や布団、シーツ、カーテンなど大物を洗濯したい 57.6％

40.9％

10.3％

9.9％

8.4％

2.5％

2.5％

2.0％

10.8％

10.8％

今後のコインランドリーの利用について
（N=252）

ぜひ利用したい
20.6％

どちらかと言えば
利用したい
28.6％

どちらとも
言えない
28.6％

あまり利用
したくない
15.1％

全く利用したくない
7.1％
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　最も知りたい情報、得たい情報は「ニュース」で93.6％、次いで「天気・気象」（82.4％）、「政

治・経済」（54.8％）。

　特に今一番知りたい情報、気になることは「新型コロナウイルス関連情報」が圧倒的でした。

•コロナウイルスに対しての正しい知識、情報。（30歳代女性）
•新型コロナウイルス肺炎の生活に与える影響。（40歳代男性）
•新型コロナウイルスが、今１番の情報話題ではないでしょうか！　何をすれば感染予防だとか
…どこの方が乗船していたとか…いろんな情報が入りすぎて、もうわからなくなっています。
（50歳代女性）

などの意見が多く挙がりました。

情報源（N=188）

その他

メール

ラジオ

SNS（ツイッター、フェイスブック、インタグラムなど）

職場

家族・友人

新聞紙

テレビ

インターネット（ニュースサイトや情報サイトなど） 94.1％

90.4％

65.4％

45.7％

30.9％

29.3％

20.7％

12.8％

2.1％

知りたい情報・気になる情報（N=188）

特に決まっていない

その他

求人

育児・教育

懸賞

テレビ・ラジオ番組情報

投資・株式

料理・レシピ

スポーツ

イベント

文化・芸能

健康

政治・経済

天気・気象

ニュース 93.6％

82.4％

54.8％

47.3％

41.0％

39.9％

39.4％

29.3％

22.3％

20.2％

13.3％

8.5％

8.0％

3.2％

0.5％
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85％が「新型コロナウイルスの生活への影響がある」（３月６日～３月10日調査）

　「情報源について」のリサーチ結果から、「新型コロナウイルスの生活への影響」について尋ね

たところ、254名のうち、85.4％が「影響がある」と回答しました。

　影響の内容を尋ねたところ、「仕事」が最も多く、以下「イベント」、「マスク・トイレットペー

パーなどの商品不足」の順でした。

　【具体的影響について】

•持病で病院に行ったら、病院に「マスクを着用してください」と貼り紙があった。買占めの影
響でマスクを着用できない人もいて、どうすればいいのか分からない。（30歳代女性）
•観光関係の仕事に従事しているが、目に見えて、中国人・韓国人のインバウンド客が激減して
いる。日本人観光客もマスク姿など異様な光景。卒業旅行シーズンであるが、若い学生風以外
の、高年齢層も、旅行を取りやめたのか、姿が少ない。職員にも多客時はマスク着用を促して
いる。待合室内やエレベーターボタンなど、こまめにアルコール除菌している。行きたかった
コンサートが中止になった。トイレットペーパー・ティッシュボックスが売り切れていた。（40
歳代男性）
•子供４人が学校休みで、母子なので大変です。祖母に預けたりもしますが、４人なので申し訳
ないのです。（40歳代女性）
•娘の結婚式の延期を検討。（50歳代男性）
•学習塾をしていますが、小中高の休校により、塾の教室内で生徒さんを教える事が出来なくな
り、個別家庭訪問、添削指導になり、かなり影響があります。（50歳代女性）
•横浜での４月以降の仕事がキャンセルされるかもしれず、予約した交通機関やホテルのキャン
セル料は自己負担となりそう。（60歳代男性）

長崎県内にお住まいの方限定 「リサチャン」 アンケートモニター募集中！
　「リサチャン」は、「長崎」に特化した地域密着型のアンケートサイトです。長崎県内に居住する
18歳以上の方ならどなたでも参加できます。簡単な会員登録をするだけで、アンケートのご案内
のメールが届きます。あなたもリサチャンのアンケートを通じて意見発信しませんか？　ポイント
を貯める楽しみも！　会費等一切無料。いますぐご登録を！　　　　 　ＱＲコードで簡単アクセス→

～ リサチャン　https://researchan.jp/　 リサチャン　長崎  で検索 ～

生活への影響（N=254）

影響がある
85.4％

影響はない
14.6％

85％が「新型コロナウイルスの生活への影響がある」（３月６日～３月10日調査）

影響の内容 人数（人）

仕事 80

イベント 56

マスクなどの商品不足 42

学校・部活 40

外出 34

旅行 29

買物 19

その他 22


