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インクロス「新型コロナウイルスによる外出自粛のストレス」 

についてのアンケート 

 

外出自粛に対するストレスについて札幌圏生活者の意識を調査 

ママ・キャリア・シニアの 3属性および男女によるストレスへの差が明らかに 

 

女性に特化したマーケティングリサーチを行う「インクロス」にて実施いたしました「新

型コロナウイルスによる外出自粛のストレス」についてのアンケート結果をお知らせいた

します。 

「インクロス」は札幌市の広告会社である当社「インサイト」が「オンナゴコロにクロ

スする」というキャッチフレーズで運営しております。男女比較の他、ママ（高校生までの

子を持つ女性）・キャリア（未婚の働く女性、大学生以上の子を持つ働く女性）・シニア（60

歳以上の女性）の 3属性での分析を行っております。 

 

1． 目的 

「新型コロナウイルスによる外出自粛のストレス」への意識についての話題提供 

 

2． 調査概要 

調査方法： インクロス会員及びインサーチモニターを対象にインターネット調査 

調査対象者： 札幌圏内在住の 18歳以上の男女 

調査実施期間：2020年 5月 22日（金）から 5月 26日(火)まで 

有効回答者数：500名（男性 250名、女性 250名） 

 

3． 調査結果 

添付別紙をご参照ください。 

 

4．(補足)  

・インクロスについて 

女性に特化したマーケティングから、プロモーションや商品開発、イベントなどさまざ

まなコンテンツをプランニングしていくプロジェクトです。さまざまな世代の女性たちと



向き合い、いまの彼女たちが求めているニーズを探っていきます。 

・インクロスの取り組み 

◯女性をターゲットにした商品開発、プロモーション、イベントなどの企画提案・運営 

◯インターネットマーケティングリサーチによるマーケティング調査・分析 

◯フリーマガジン「ままここっと®」販売代理店 

 

・インサーチについて 

インサーチは、当社が独自に開発し運用している、札幌に特化したマーケティングリサ

ーチシステム（INSEARCH® http://www.insearch.jp/）です。 

マーケティングリサーチの多くは、東京などの大都市が中心となったデータがメインと

なっており、エリア特性やライフスタイルが異なる札幌圏における正確な情報は入手が困

難でした。「インサーチ」は札幌近郊という特定地域の生活者の声を、ダイレクトに企業

へ届けることのできる、地域密着型のリサーチシステムです。商品や広告・ライフスタイ

ルに関するアンケート調査を中心とし、札幌圏の生活者の地域特性を把握した上での商品

企画や効果的な広告戦略、顧客満足度アップ等の提案に効果的に活用いたします。 

平成 21 年には宮城県を対象とする「インサーチ仙台」（運営会社：株式会社第一エージ

ェンシー）が開設。平成 24 年には大阪府及び兵庫県東部（阪神間）を対象とする「イン

サーチ大阪」（運営会社：城北宣広株式会社）が開設、平成 30年には静岡県および愛知県

を対象とする「インサーチ東海」（運営会社：株式会社アルバイトタイムス）が開設して

おります。 

以 上 

 

株式会社インサイト 

当社は次のような特徴をもつ新しいタイプの広告会社です。 

 札幌圏に限定したインターネットリサーチを中心とするマーケティングリサーチサ

イト INSEARCH®を運営し、札幌圏の生活者意識についての自社調査にもとづく、

広告プロモーションを企画提案しています。 

 社内にプランニング及びクリエイティブ部門を有し、社内スタッフによる強力で高

品質な広告コピー、デザインを提案しています。 

 特定の媒体に特化することなく、最適な媒体を選択構成して、最善の広告プロモーシ

ョンを提案しています。 
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PRESS RELEASE

　女性に特化したマーケティングリサーチを行う「インクロス」にて実施いたしました「新型コロナウイルス」
についてのアンケート結果をお知らせいたします。「インクロス」は札幌市の広告会社である当社インサイトが「オ
ンナゴコロにクロスする」をキャッチフレーズに運営しております。

■外出自粛でのストレスはママ属性を中心に「食事」「配偶者やパートナーとの事」「子どもの事」「学
校・幼稚園・保育園のこと」の 4項目で、男性よりも女性が高い。
■外出自粛でのストレスはシニア属性では「予防対策」「健康」が全体の約 7割。
■子どもを持つ男女別で比較すると、「食事」にストレスを感じる女性が男性よりも 40 ポイント
以上高い（子有男性 8.2%、子有女性 52.8%）
■ストレス発散方法では、ママ・キャリア・シニア全属性で「ちょっとした外出・外に出る」がトップ。
■外出自粛で普段では感じなかったよかった事は、「特になし」に次いで「配偶者やパートナーと
の事」「子どもとの事」を回答。
■子どもを持つ男性の約30%が「配偶者やパートナーとの事」「子どもとの事」を普段は感じなかっ
た良い出来事として回答。

　●新型コロナウイルス外出自粛におけるストレスについて
　●新型コロナウイルス外出自粛でよかったこと

＜基本属性＞　
　・性別　・年代　・職業
　・同居家族構成　・お住まいの地区

＜調査項目＞

調査概要

調査目的：

調査方法：

分析対象者：
調査実施期間：
有効回答者数：
実施機関：

新型コロナウイルス緊急事態宣言下におけるおう
ち時間への意識についての話題提供
インサーチモニター /インクロス会員を対象とし
たインターネット調査
札幌圏内在住の 18歳以上の男女
2020年 5月 22日～5月 26日
N=500
株式会社インサイト

全体
男性
女性

500名
250名
250名

100%
50%
50%

計

29歳以下

30-39 歳

40-49 歳

50-59 歳

60-69 歳

70歳以上

全体
500名
19名
84名
111名
111名
110名
65名

全体（%）
100%
4%
17%
22%
22%
22%
13%

TOPICS

ママ・キャリア・シニアの3属性で分析 !
外出自粛のストレスは、女性の方が敏感に感じている

【「新型コロナウイルス」外出自粛に関するアンケート 】

ママ・キャリア・シニアの３属性で分析
「インクロス」では、男女比較のほか、ママ（高校生までの子どもを持つ女性※働く女性も含む）・キャリア（未
婚の女性・大学生以上の子を持つ働く女性）・シニア（60歳以上の女性）の 3属性での分析を行っています。
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外出自粛でストレスになっていること

Q1. あなたが「新型コロナウイルス感染症」緊急事態措置による外出自粛でのおうち時間でスト
レスになっていることは何ですか。あてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）

「食事の事」「配偶者やパートナーとの事」「子どもとの事」「学校・幼稚園・保育園のこと」
の４項目で男性よりも女性の方が高くなっています。中でも「食事の事」は 20 ポイン
ト以上の差があります。
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女性の属性比較 /ママ・キャリア・シニア
外出自粛でストレスになっていること

Q1. あなたが「新型コロナウイルス感染症」緊急事態措置による外出自粛で、
　 おうち時間でストレスになっていることは何ですか。

　「食事の事」「配偶者やパートナーとの事」「子どもとの事」「学校・幼稚園・保育園の事」
の 4 項目でママ属性がもっとも高くなっています。また、「お金の事」はママ・キャリ
ア属性が高く、経済の女性への影響が垣間みえます。
　シニアでは「予防対策の事」「健康の事」と新型コロナウイルス感染予防に関する回
答が全体の約 7割を占めています。

女性の回答者を、以下の３属性に分類し、比較しました。　●ママ…高校生までの子を持つ女性　　●キャリア…働く女性（独身・大学生以上の子有）　●シニア…60歳以上の女性
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子有・無での比較
外出自粛でストレスになっていること

Q1. あなたが「新型コロナウイルス感染症」緊急事態措置による外出自粛で、
　 おうち時間でストレスになっていることは何ですか。

子ども有の男女を比較すると、「食事」「お金」「子ども」「学校・幼稚園・保育園」の 4
項目で女性の方が高いことがわかります。
特に「食事」に関しては、40 ポイント以上の差があり、自粛期間において子を持つ女
性が食事づくりへのストレスを感じていることがわかります。

男女の回答者を、子有・無で比較してみました。
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具体的なストレス

Q2.  Q1 で選んだ出来事に対し、具体的な内容を書ける範囲で教えてください（200 字以
内）（特にない方は「なし」とお書きください。）

・学校がずっと休みなので、朝から、寝るまで子供同士がずっと喧嘩で、ママってひっきりなしに言
われたり、三食ビッチリ作らなければならず、休む暇がない。（40代　専業主婦、夫･未就学児･小学生）

・今まで一人の時間があったのに、常に家族がいて ( それも皆んないる ) ゆっくり出来ない。家族が揃
う事は素晴らしい事だと思うが、こう毎日だと少々気が滅入る。（40 代　専業主婦、夫･未就学児･中
学生）

・夫の仕事が休みになり、家にいる時間が増え、私のゆっくり出来る時間が減った。子供たちの勉強の
時間が減り、特に 2 年生の下の子は付いて見てあげないとすぐゲームをしてしまう。自分一人で過ご
せる時間が減り、我慢が増えた。どこに菌がついているかわからず、いままでしていなかった帰って
きてからの消毒に時間がかかるようになった。（40代　パートアルバイト　夫･小学生）

・母子家庭で今年から小学校に入学した子どもがいます。突然の休校で、預け先に困ったこと、在宅勤
務でも子どもと一緒なので仕事がしにくいことが一番のストレスでした。（30代　会社員　小学生）

ママ属性の回答

・とにかく一人でいるから、孤独。（30代　会社員　1人暮らし）

・ニュースが新型コロナウイルスのことばかりなこと。（20代　会社員　両親と兄弟）　

・家族の中で、収入が減った者がいて、昨年の収入がないので支援も頂けず。家計に負担がかかる。除
菌シートなども販売無く、あっても高い。罹患したら仕事も行けなくなると思うと不安。（50 代　会
社員　大学生）

・看護師で老人病院で働いていますが　肺炎症状がある患者が多数いますが、主治医が PCR 検査をし
てくれず、どんどん同じような症状の患者が増えています。　仕事を 6 月一杯で辞めようか真剣に悩
んでます（50代　看護師　1人暮らし）

キャリア属性の回答

・特にストレスは感じていないが、札幌に住んでいるので、札幌市以外（札幌ナンバー以外）への外出
が自粛警察がいるため、年老いた父の病院の付き添いや、一人暮らししている大学生の子供のところ
に行けないのが悩みです。（40代　会社員　夫･大学生）

※（ ）内は（年代、職業、同居家族構成）となっております。
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具体的なストレス

Q2.  Q1 で選んだ出来事に対し、具体的な内容を書ける範囲で教えてください（200 字以
内）（特にない方は「なし」とお書きください。）

・配偶者は現在、肺癌なのでコロナ感染すると危険で恐ろしい。ガンが良くなったら職場復帰したい
が通勤などにリスクがあるので、子供たちからしごとを止めるように言われて困っている。（60 代　
専業主婦　夫）

・予防対策をしようにもマスクが手に入らず消毒液も店頭では品切れがつづいているたのであちこちの
店に行ったりしてもなくて困った。また食事に気を付けようとしても買おうとしたものがなかったり
値段が高くても買わざるを得ない状況がストレスになっている。やっとマスクが店頭に並び始めたと
思っても以前の 5 倍の値段のものをやむを得ず購入しなければならないのも背に腹は代えられないと
はいえ困った。（60代　専業主婦　夫･大学生）

・外出自粛となると必然的に身体を動かすことが減り運動不足となります。運動といっても近所を歩く
散歩程度ですが、毎日するとしないとでは健康維持上大きな違いです。健康に関しての不安がだんだ
ん大きくなります。（70代　専業主婦　夫）

・4 月が誕生日だった為に送られてきた割引クーポンなどが使えないまま期日が来てしまうこと。（60
代　無職　1人暮らし）

シニア属性の回答
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ストレス発散方法（ママ属性）

Q3. 外出自粛に対してのストレス発散方法があれば教えてください。（200 字以内）（特に
ない方は「なし」とお書きください。）
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ストレス発散方法（キャリア属性）

Q3. 外出自粛に対してのストレス発散方法があれば教えてください。（200 字以内）（特に
ない方は「なし」とお書きください。）



2020 年 6 月 15 日（月）
株式会社インサイト

ストレス発散方法（シニア属性）

Q3. 外出自粛に対してのストレス発散方法があれば教えてください。（200 字以内）（特に
ない方は「なし」とお書きください。）
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外出自粛でよかった出来事

Q4. あなたが外出自粛の影響で、普段では感じなかった良い出来事はありましたか。
　   あてはまるものをすべてお選び下さい。（いくつでも）

「特になし」が全体の 54.6%と最も多く、男女の差はそれほど見られませんでした。
年代別で見ると 40 代で「子どもとの事」との回答が高く、責任世代において家庭時間
が増えたことの好影響がうかがえます。



2020 年 6 月 15 日（月）
株式会社インサイト

女性属性比較 /ママ・キャリア・シニア
外出自粛でストレスになっていること

Q4. あなたが外出自粛の影響で、普段では感じなかった良い出来事はありましたか。
　   あてはまるものをすべてお選び下さい。（いくつでも）

女性の属性別で比較すると、ママ属性で「子どもとの事」との回答が高い一方、ママ属性・
シニア属性では「特になし」が低いことがわかりました。

女性の回答者を、以下の３属性に分類し、比較しました。　●ママ…高校生までの子を持つ女性　　●キャリア…働く女性（独身・大学生以上の子有）　●シニア…60歳以上の女性
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Q4. あなたが外出自粛の影響で、普段では感じなかった良い出来事はありましたか。
　   あてはまるものをすべてお選び下さい。（いくつでも）

「特になし」が全体では 5割を占めますが、子有男女では約 4割に下がっています。また、
子有男性は「配偶者やパートナーとの事」「子どもとの事」と回答が全体より 10 ポイ
ント以上高くなっています。

子有・無での比較
外出自粛でストレスになっていること

男女の回答者を、子有・無で比較してみました。
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外出自粛で具体的によかったこと

Q5. Q4 で選んだ出来事に対し、具体的な内容を書ける範囲で教えてください。（200 字以
内）（特にない方は「なし」とお書きください。）

・以前はこどもと２日以上びっちりいるのはストレスが溜まるからむり！と思っていましたが、過ご
してみるととても楽しく子供の成長を垣間見れました。また、遊びを作らなくても日常の家事が子供
には遊びの一環になることがわかり、掃除をピカピカ競争、ごはん作りをおままごとのようにして家
事をしつつ遊べるのもとても良かったです。そして夫はなぜかイライラせずいつも通りすごしてくれ
るので、それもとても良かったです。（30代　専門職　夫・乳幼児・未就学児）

・一緒にいる時間が増えて、こどもの成長でたくさんの発見があった。パートナーとは、価値観や共感
するところが多かった事を再確認出来た。(40 代　専業主婦　夫・未就学児）

・子供が部活でほとんど家にいなかったのですが、最近は家にいるので一緒にゆっくりごはんを食べた
りできるのがうれしいです。以前は息子も私もずっと寝不足でしたが、今は毎日 6～ 7 時間きちんと
寝られて体がすっきりしています。（40代　会社員　高校生）

・家庭学習をしていますが、たくさんの子供たちをまとめながら授業を進める先生方、毎日の給食に携
わってくれている方々、清掃に携わる方々、等々書ききれませんが、我々が快適に過ごせるのはたく
さんの方々の働きによるものだと改めて気づかされました。（30代　専業主婦　夫・未就学児・小学生）

ママ属性の回答

・在宅勤務となり長距離通勤をしなくて済むようになり、逆に体が楽になった。（30代　公務員　夫）

・会社にいかなくても仕事ができる事が証明できた（30代　会社員　夫）

・家食が増えるが買い物は控える。と、いうミッションを楽しむようになった。慣れてきて外食や出来
合いに頼らなくてもよくなってきた。結果、節約できていると思う。（50代　パートアルバイト　母親・
夫・大学生））

キャリア属性の回答

・出かけないという事はお金を使わない事につながるのですねぇ・・出費が少しですがおさえられた。
（60代　専業主婦　夫）

・新型コロナの事で遠方の子供から連絡が増えた事、（マスクの事も含めて）（60代　専業主婦　夫）

・東京に住む娘が仕事がすべてなくなり、3 月から実家に戻ってきて、今までこれほど一緒にいたこと
がなかったが、楽しく過ごせた。（60代　専業主婦　夫）

・大変だけれど、以前以上に健康のことを考え食事に気をつけるようになった。（60 代　専業主婦　夫
･大学生）

シニア属性の回答



本レポートに掲載されている調査結果は、
下記ご連絡の上、出典先を　　　　　　　　　　と明記の上、ご利用ください。「インクロス」　

- お問い合わせ先 -

株式会社インサイト　インクロスチーム　岩館 千園 ・逸見 栞
e-mail：incross@ppi.jp


