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1 Survey Questionnaire

1.1 English-translated Version

Baseline Survey - April 17

Thank you for visiting this web survey. 
This survey is being conducted jointly by Osaka University and Kindai University to 
understand the values, daily lifestyle choices, and behavioral patterns of people. 
 
Your response will only be used for academic research and will not be used for any other 
purpose.  
Additionally, this survey is anonymous, and thus, your privacy is protected. 
The aim of the questionnaire is to understand people's real-life situation. We make no moral 
judgments based on the answers of right and wrong. 
We request your understanding in this regard and hope you are comfortable while answering 
the following questions.  
 
The survey will begin on April 17th, Friday. 
Questionnaires will be provided at 9:00 pm on April 17th, Friday; April 18th, Saturday; April 
19th, Sunday; April 23rd, Thursday; April 25th, Saturday; April 26th, Sunday; May 2nd, 
Saturday; and May 3rd, Sunday. 
 
Twenty questions are asked in the questionnaire on April 17th, and we expect it will take 
about 10 minutes to complete. The surveys for the remaining seven days are simple 
questionnaires of 5 questions or less, and we assume that these will take no more than 5 
minutes to complete. 
 
We request that the materials distributed on April 23rd, Thursday, are completed before 11:59 
pm April 24th, Friday. 
 
This is a long-term survey conducted over three weeks; however, we ask participants to make 
every effort to respond to each questionnaire. 

 

Next Back 
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Q1. What is your gender?  
〇 Male 
〇 Female 
〇 Other 
 
Q2. What is your age?  
〇 19 years old or younger 
〇 20-29 years old 
〇 30-39 years old 
〇 40-49 years old 
〇 50-59 years old 
〇 60 years or older 
 
Q3. What is your highest level of education?  
〇 Junior high school graduate 
〇 High school graduate 
〇 Junior college, technical college or vocational school graduate 
〇 University graduate or post-graduate 
 
Q4. What is your marital status?  
〇 Married 
〇 Unmarried 
〇 Divorced/widowed 
 
Q5. How many people are living in your household?  
〇 One person (Living alone) 
〇 Two people 
〇 Three people 
〇 Four people 
〇 Five people 
〇 Six people 
〇 Seven people or more 
 
Q6. Please tell us the area in which you live.  
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Q7. What is your employment status?  
〇 Full-time staff/employee 
〇 Part-time  
〇 Temporary staff 
〇 Contract/commissioned employee 
〇 Self-employed  
〇 Full-time housewife/househusband 
〇 Student 
〇 Other （          ） 
 
Q8. What was the annual income of your household (before tax) in 2019? 
〇 Under two million yen 
〇 More than two million and less than four million yen 
〇 More than four and less than six million yen  
〇 More than six and less than eight million yen 
〇 More than eight and less than ten million yen 
〇 More than ten and less than 12 million yen 
〇 More than 12 and less than 15 million yen 
〇 More than 15 and less than 20 million yen 
〇 More than 20 and less than 30 million yen 
〇 More than 30 and less than 50 million yen 
〇 More than 50 million yen 
 
Q9. Think about the economic activities you and the members of your household have 
participated in over the past month. 
Have there been any unusual fluctuations in your income?  
Please detail the value of any increase or decrease in your income distinct from your regular 
income as recorded in question 8.  
Please answer in units of 10,000 yen, rounded up to the nearest 1,000.  
〇 My income increased by（     ）yen 
〇 My income did not change 
〇 My income decreased by（     ）yen 

 

Next Back 
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Q10. All things considered, how has your health been recently? Please choose one of the 
following options:  
Not well at all １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ Very healthy 

 

Next Back 

 

Q11. Suppose you receive 10,000 yen. 
You can use it all straight away, or you can save it subject to the following rules.  
If you save it, after a year, you are guaranteed to receive twice the amount deposited. 
How much of that 10,000 yen would you save? 
（        ）yen 

 

Next Back 

 

Q12. Suppose you receive 10,000 yen. 
You can use it as it is, or you can invest it in a game of chance: 
When you participate in the game, there is a 50% chance you will lose the money you invest 
and a 50% chance that the value you invested will double. 
How much of that 10,000 yen would you use for this game? 
（        ）yen 

 

Next Back 

 

Q13. Suppose you receive 10,000 yen. 
You can use this for yourself, or you can choose to share it with someone else. 
How much of that 10,000 yen would you share? 
（        ）yen 

 

Next Back 
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Q14. How much do you care about the opinions and actions of others when deciding your 
own opinions and actions? Please choose one of the following options:  
I do not care at all １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ I care a lot 

 

Next Back 

 

Q15. How interested are you in politics? Please choose one of the following options: 
Not at all interested １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ Very interested 

 

Next Back 

 

Q16. In politics, we sometimes use the terms left-wing and right-wing. 
Where do you see yourself between 0 and 10, where 0 is extremely left-wing, and ten is 
extreme right-wing? Please choose one of the following options: 
Extreme left-wing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extreme right-wing 

 

Next Back 

 

Q17. How do you rate the policies of the current government? Please choose one of the 
following options:  
I rate it very poorly １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ I rate it very highly 

 

Next Back 
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Q18. To what extent are you religious? Please choose one of the following options: 
Not at all １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ Very much 

 

Next Back 

 

Q19. To what extent do you feel proud to live in Japan? Please choose one of the following 
options:  
I do not feel proud at all １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ I feel very proud 

 

Next Back 

 

Q20. What kind of smartphone or mobile phone are you currently using? 
* If you use more than one device, please tell us about your primary device. 
* Please answer about your personal device, and not devices used for work. 
〇 Android 
〇 iPhone 
〇 Other smartphone or mobile phone 
〇 I do not have a smartphone or mobile phone 

 

Answer Back 
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Outing Time - April 18-May 3 (Weekend: this example is for April 18)
 

Q1. How much time did you spend outside your home on April 18th, Saturday? Please provide 
the total amount of time you spent outside of your home.  
* If you did not leave your house, please answer "0 hours 0 minutes." 
（    ）hours（    ）minutes 
 
Q2. Of which, how much time in total did you spend outside your home on activities essential 
to daily life (e.g., shopping for daily necessities, traveling to school, traveling to work, traveling 
to the hospital, etc.)? 
If you had more than one purpose for a single outing, please separate the time you spent for 
each and answer with the total amount of time spent on what you feel is necessary for daily 
life. 
* If you only left your home for matters essential to daily life, please answer the same as in Q1.  
（    ）hours（    ）minutes 

 

Answer Back 
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Intervention - April 23
(All groups)

 

As informed in the first survey, this survey is being conducted jointly by Osaka University and 
Kindai University to understand the values, daily lifestyle choices, and behavioral patterns of 
people. 
 
Your response will only be used for academic research and will not be used for any other 
purpose.  
Additionally, this survey is anonymous, and thus, your privacy is protected. 
The aim of the questionnaire is to understand people's real-life situation. We make no moral 
judgments based on the answers of right and wrong. 
We request your understanding in this regard and hope you are comfortable while answering 
the following questions. 

 

Next 

 

Q1. Think back to the weekend of April 18, Saturday, and April 19, Sunday. 
Compared to others, to what extent did you refrain from leaving the house? Please choose 
from one of the following options. 
〇 I feel I spent less time out of the house than other people 
〇 I feel that I spent about the same amount of time out of the house as other people 
〇 I feel I spent more time out of the house than other people 
 

Please read the next page carefully. 

 

Next 
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(Group A)

It is now well-known that the spread of COVID-19 has become a social issue and is having a 
profound effect on our daily lives. 
 
To resolve the situation, on April 7th, the government declared a state of emergency and made 
the following appeal, 
 
“(omitting the beginning) we ask that the people of Japan, while continuing businesses 
necessary to maintain the functioning of society, refrain as much as possible from going 
outside.” 
 
Whether or not the challenge posed by COVID-19 will subside in the future depends on our 
actions as individuals. 
 
Let us all work together to overcome this challenge. 
 

-Image- 
 

 

Next 
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(Group B: example of outing time is displayed for illustration)

It is now well-known that the spread of COVID-19 has become a social issue and is having a 
profound effect on our daily lives. 
 
To resolve the situation, on April 7th, the government declared a state of emergency and made 
the following appeal,  
 
“(omitting the beginning) we ask that the people of Japan, while continuing businesses 
necessary to maintain the functioning of society, refrain as much as possible from going 
outside.” 
 
Based on the results of the second and third surveys last week, we found that, among surveyed 
participants, the outing time of an individual who was half-way between the lowest value and 
the highest value (the median value) was 80 minutes. 
However, your time outside was 60 minutes. 
 
Let us all work together to overcome this challenge. 
 

-Image- 
 

 

Next 
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(Group C)

It is now well-known that the spread of COVID-19 has become a social issue and is having a 
profound effect on our daily lives. 
 
Previously, a statement issued by His Majesty the Emperor on March 22nd stated,  
 
“(omitting the beginning) I am anxious about the spread of COVID-19, and am deeply 
concerned about the difficulties and hardships being faced by the people of Japan and several 
more around the world. I sincerely hope that the spread of this infection will come to a prompt 
end.” 
 
Whether or not the challenge posed by COVID-19 will subside in the future depends on our 
actions as individuals. 
 
Let us all work together to overcome this challenge. 
 

-Image- 
 

 

Next 
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(Group D: example of outing time is displayed for illustration)

It is now well-known that the spread of COVID-19 has become a social issue and is having a 
profound effect on our daily lives. 
 
Previously, a statement issued by His Majesty the Emperor on March 22nd stated,  
 
“(omitting the beginning) I am anxious about the spread of COVID-19, and am deeply 
concerned about the difficulties and hardships being faced by the people of Japan and several 
more around the world. I sincerely hope that the spread of this infection will come to a prompt 
end.” 
 
Based on the results of the second and third surveys last week, we found that, among surveyed 
participants, the outing time of an individual who was half-way between the lowest value and 
the highest value (the median value) was 80 minutes. 
However, your time outside was 60 minutes. 
 
Let us all work together to overcome this challenge. 
 

-Image- 
 

 

Next 
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(Groups A and B)

Q2. In response to the COVID-19 crisis, on which date did Prime Minister Abe declare a state 
of emergency? Please choose one of the following options:  
〇 April 6th 
〇 April 7th 
〇 April 8th 
 
Q3. It is important to social surveys that all respondents understand the questions well before 
answered. Please select "None of the above" from the available options listed below.  
〇 COVID-19 
〇 Declaration of a State of Emergency 
〇 Prime Minister Abe 
〇 80% Reduction 
〇 Social Distancing 
〇 None of the above 
 
Q4. As a result of the coronavirus crisis, those who are unemployed and are struggling to make 
ends meet can borrow money, interest-free, from the “Welfare Fund Loan System.” Were you 
aware of this system? Please choose one of the following options:  
〇 I knew a lot about it 
〇 I have heard of it, but do not know much about it 
〇 I am not sure whether I knew about it 
〇 I did not know about it 
 
Q5. Going forward, to what extent will you refrain from leaving your house? Please choose 
one of the following options: 
I do not intend to refrain at all １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ I intend to refrain from going 
outside completely 

 

Answer 
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(Groups C and D)

Q2. On which date did His Majesty the Emperor issue a statement on the COVID-19 crisis? 
Please choose one of the following options: 
〇 March 21st 
〇 March 22nd 
〇 March 23rd 
 
Q3. It is important to social surveys that all respondents understand the questions well 
before answered. Please select "None of the above" from the available options listed below.  
〇 COVID-19 
〇 Declaration of a State of Emergency 
〇 Prime Minister Abe 
〇 80% Reduction 
〇 Social Distancing 
〇 None of the above 
 
Q4. On the previous page, we introduced the statement issued by His Majesty the Emperor 
about his concerns about the COVID-19 crisis. Were you aware of this news at the time? 
Please choose one of the following options:  
〇 I knew about it at the time, and remember it clearly 
〇 I knew about it at the time, but I do not recall it well 
〇 I am not sure whether I knew about it 
〇 I did not know about it 
 
Q5. Going forward, to what extent will you refrain from leaving your house? Please choose 
one of the following options: 
I do not intend to refrain at all １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ I intend to refrain from going 
outside completely 

 

Answer 

 

15



1.2 Original Version

Baseline Survey - April 17

2／／14ページページ

本アンケートは、本アンケートは、4/13（月）〜（月）〜4/16（木）に実施した（木）に実施した  
「あなたについてのアンケート」において「あなたについてのアンケート」において  

4月月17日（金）〜日（金）〜5月月3日（日）の間に実施される日（日）の間に実施される

計計8回の全てのアンケートに参加できるとお答えいただいた方回の全てのアンケートに参加できるとお答えいただいた方  

に対するアンケートとなります。に対するアンケートとなります。  

本アンケートページにアクセスしていただきましてありがとうございます。本アンケートページにアクセスしていただきましてありがとうございます。  
本アンケート調査は、みなさまの「普段の生活意識や行動パターン」を理解する目的のために、本アンケート調査は、みなさまの「普段の生活意識や行動パターン」を理解する目的のために、  
大阪大学と近畿大学が共同で実施するものです。大阪大学と近畿大学が共同で実施するものです。

ご回答いただいた内容は学術調査にのみ使用され、その他の目的では一切使用されません。ご回答いただいた内容は学術調査にのみ使用され、その他の目的では一切使用されません。  
また、また、  
アンケートは匿名調査で、みなさまのプライバシーは完全に保護されます。アンケートは匿名調査で、みなさまのプライバシーは完全に保護されます。  
アンケートはみなさまのありのままの姿を理解することを目的としており、アンケートはみなさまのありのままの姿を理解することを目的としており、  
それに関する善悪の判断をすることは一切ありません。それに関する善悪の判断をすることは一切ありません。  
その点をご理解いただき、気楽にお答え頂けますと幸いです。その点をご理解いただき、気楽にお答え頂けますと幸いです。

調査は調査は4月月17日（金）に開始され、日（金）に開始され、

4／／17（金）、（金）、4／／18（土）、（土）、4／／19（日）、（日）、4／／23（木）、（木）、4／／25（土）、（土）、4／／26（日）、（日）、5／／2（土）、（土）、5／／3（日）の（日）の 
それぞれそれぞれ 午後午後9時ごろ時ごろ  

にアンケートのご案内を行います。にアンケートのご案内を行います。  

4／／17（金）の質問数は（金）の質問数は20問となっており、約問となっており、約10分の完了時間を想定しています。分の完了時間を想定しています。  
残りの残りの7日分についてはそれぞれ日分についてはそれぞれ5問以下の簡単な調査になっており、所要時間が問以下の簡単な調査になっており、所要時間が5分を越えることはないと想定しています。分を越えることはないと想定しています。

重要なお願いですが、重要なお願いですが、4月月23日（木）に配信する内容については、翌日日（木）に配信する内容については、翌日4月月24日（金）の日（金）の23時時59分までに完了をお願いします。分までに完了をお願いします。

全体として全体として3週間という長期にわたる調査ですが、週間という長期にわたる調査ですが、

ご参加頂ける方は、是非全てのアンケートにご協力くださいますよう、お願い申し上げます。ご参加頂ける方は、是非全てのアンケートにご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

次へ進む  戻る
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3／／14ページページ

Q1．． あなたの性別をお答えください。あなたの性別をお答えください。

男性

女性

その他

Q2．． あなたの年齢をお答えください。あなたの年齢をお答えください。

19歳以下

20〜29歳

30〜39歳

40〜49歳

50〜59歳

60歳以上

Q3．． あなたの最終学歴をお答えください。あなたの最終学歴をお答えください。

中学卒

高校卒

短大・高専・専門学校卒

大学・大学院卒

Q4．． あなたの婚姻状況をお答えください。あなたの婚姻状況をお答えください。

既婚

未婚

離死別

Q5．． あなたのご家庭の同居人数をお答えください。あなたのご家庭の同居人数をお答えください。

1人（ひとり暮らし）

2人

3人

4人

5人

6人

7人以上

Q6．． あなたの居住地域をお答えください。あなたの居住地域をお答えください。

選択してください
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Q7．． あなたの就業状態をお答えください。あなたの就業状態をお答えください。

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

派遣社員

契約・嘱託社員

自営業

専業主婦・主夫

学生

その他 （ ）

Q8．． 2019年のあなたのご家庭の世帯年収（税引き前）をお答えください。年のあなたのご家庭の世帯年収（税引き前）をお答えください。

200万円未満

200万円〜400万円未満

400万円〜600万円未満

600万円〜800万円未満

800万円〜1000万円未満

1000万円〜1200万円未満

1200万円〜1500万円未満

1500万円〜2000万円未満

2000万円〜3000万円未満

3000万円〜5000万円未満

5000万円以上

Q9．． 最近最近1ヶ月のあなたやあなたの同居家族全員の経済活動のことを思い浮かべてください。ヶ月のあなたやあなたの同居家族全員の経済活動のことを思い浮かべてください。

普段と異なる収入の変動はありませんでしたでしょうか。普段と異なる収入の変動はありませんでしたでしょうか。

Q8でお答え頂いた普段の収入額とは違う、追加的な収入の増加・減少の金額をお答えください。でお答え頂いた普段の収入額とは違う、追加的な収入の増加・減少の金額をお答えください。

千円以下は切り上げて、万円単位でお答えください。千円以下は切り上げて、万円単位でお答えください。

収入増加があった（ ）万円

収入に変化はなかった

収入減少があった（ ）万円

次へ進む  戻る
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4／／14ページページ

Q10．． 色々なことを考え合わせて、最近のあなたの健康状態はいかがですか？以下の選択肢から色々なことを考え合わせて、最近のあなたの健康状態はいかがですか？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全く健康でない全く健康でない とても健康であるとても健康である

次へ進む  戻る
5／／14ページページ

Q11．． 今仮に今仮に10000円をもらったとします。円をもらったとします。

これをそのまま今すぐ使ってもよいですし、次のようなルールで貯金することもできます。これをそのまま今すぐ使ってもよいですし、次のようなルールで貯金することもできます。

貯金すると、貯金すると、1年後に、預けた金額が確実に年後に、預けた金額が確実に2倍になって返還されます。倍になって返還されます。

あなたは、あなたは、10000円のうち、いくら貯金しますか？円のうち、いくら貯金しますか？

　 　円

次へ進む  戻る

6／／14ページページ

Q12．． 今仮に今仮に10000円をもらったとします。円をもらったとします。

これをそのまま使ってもよいですし、次のようなゲームにも使えるとします。これをそのまま使ってもよいですし、次のようなゲームにも使えるとします。

このゲームに参加すると、このゲームに参加すると、

確率確率50％で掛け金がゼロになり、％で掛け金がゼロになり、

確率確率50％で掛け金が％で掛け金が2倍になります。倍になります。

あなたは、あなたは、10000円のうち、いくらこのゲームに使いますか？円のうち、いくらこのゲームに使いますか？

　 　円

次へ進む  戻る
7／／14ページページ

Q13．． 今仮に今仮に10000円をもらったとします。円をもらったとします。

これをそのまま自分で使ってもよいですし、誰か他の人に分け与えることもできます。これをそのまま自分で使ってもよいですし、誰か他の人に分け与えることもできます。

あなたは、あなたは、10000円のうち、いくら分け与えますか？円のうち、いくら分け与えますか？

　 　円

次へ進む  戻る
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8／／14ページページ

Q14．． あなたはどのくらい周りの人の意見・行動を気にして、自分の意見・行動を決めますか？あなたはどのくらい周りの人の意見・行動を気にして、自分の意見・行動を決めますか？

以下の選択肢から以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全く気にしない全く気にしない とても気にするとても気にする

次へ進む  戻る
9／／14ページページ

Q15．． あなたは政治にどのくらい関心がありますか？以下の選択肢からあなたは政治にどのくらい関心がありますか？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全く関心がない全く関心がない とても関心があるとても関心がある

次へ進む  戻る
10／／14ページページ

Q16．． 政治では、左派や右派という言い方をすることがあります。政治では、左派や右派という言い方をすることがあります。

0を最も極端な左派、を最も極端な左派、10を最も極端な右派とした場合、あなた自身はを最も極端な右派とした場合、あなた自身は0からから10のどこになると思いますか。のどこになると思いますか。

以下の選択肢から以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
　　 ← ← ← ← ← 　 → → → → → 　　

最も極端な左派最も極端な左派 最も極端な右派最も極端な右派

次へ進む  戻る
11／／14ページページ

Q17．． あなたは現在の政府の政策をどのくらい評価していますか？以下の選択肢からあなたは現在の政府の政策をどのくらい評価していますか？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全く評価していない全く評価していない とても評価しているとても評価している

次へ進む  戻る
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12／／14ページページ

Q18．． あなたにはどのくらい信仰心や信心がありますか？以下の選択肢からあなたにはどのくらい信仰心や信心がありますか？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全くない全くない とてもあるとてもある

次へ進む  戻る
13／／14ページページ

Q19．． あなたは、日本に住んでいることをどのくらい誇りに思いますか。以下の選択肢からあなたは、日本に住んでいることをどのくらい誇りに思いますか。以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全く誇りに思わない全く誇りに思わない とても誇りに思うとても誇りに思う

次へ進む  戻る
14／／14ページページ

Q20．． あなたが現在使用しているスマートフォン・携帯電話をお答えください。あなたが現在使用しているスマートフォン・携帯電話をお答えください。

※複数使用している場合は、主に使用しているものについてお答えください。
※仕事用のものは含まず、プライベートで使用しているものについてお答えください。

Android

iPhone

その他のスマートフォン・携帯電話

スマートフォン・携帯電話を持っていない

回答  戻る
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Outing Time - April 18-May 3 (Weekend: this example is for April 18)

2／／2ページページ

生活意識や行動パターンに関するアンケートの第生活意識や行動パターンに関するアンケートの第2回目回目 (全全8回回 )です。です。  

今回は今回は4月月18日日 (土土 )のことについてお答えください。のことについてお答えください。  

Q1．． 4月月18日日 (土土 )に、どのくらいの時間、家から出かけていましたか。出かけていた時間の合計をお答えください。に、どのくらいの時間、家から出かけていましたか。出かけていた時間の合計をお答えください。

※外出をしていない場合は「0時間0分」とお答えください。

　 時間 　 分

Q2．． そのうち、日常生活に必要な外出（例：日用品の買い出し、学校への登校、仕事場への出勤、通院など）は合計どのくらいの時間になりますそのうち、日常生活に必要な外出（例：日用品の買い出し、学校への登校、仕事場への出勤、通院など）は合計どのくらいの時間になります

か？か？

1回の外出で目的が複数ある場合、それぞれにかけた時間を分けて頂き、その中で日常生活に必要と考えられるものの合計時間をお答えくださ回の外出で目的が複数ある場合、それぞれにかけた時間を分けて頂き、その中で日常生活に必要と考えられるものの合計時間をお答えくださ

い。い。

※日常生活に必要な外出しかしていない場合は、Q1と同じ時間をお答えください。

　 時間 　 分

回答  戻る
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Intervention - April 23
(All groups)

2／／5ページページ

生活意識や行動パターンに関するアンケートの第生活意識や行動パターンに関するアンケートの第4回目回目 (全全8回回 )です。です。  

アンケートの第アンケートの第1回でも記載させていただきましたが、回でも記載させていただきましたが、

本アンケート調査は、みなさまの「普段の生活意識や行動パターン」を理解する目的のために、本アンケート調査は、みなさまの「普段の生活意識や行動パターン」を理解する目的のために、  
大阪大学と近畿大学が共同で実施するものです。大阪大学と近畿大学が共同で実施するものです。

ご回答いただいた内容は学術調査にのみ使用され、その他の目的では一切使用されません。ご回答いただいた内容は学術調査にのみ使用され、その他の目的では一切使用されません。  
また、また、  
アンケートは匿名調査で、みなさまのプライバシーは完全に保護されます。アンケートは匿名調査で、みなさまのプライバシーは完全に保護されます。  
アンケートはみなさまのありのままの姿を理解することを目的としており、アンケートはみなさまのありのままの姿を理解することを目的としており、  
それに関する善悪の判断をすることは一切ありません。それに関する善悪の判断をすることは一切ありません。  

その点をご理解いただき、気楽にお答え頂けますと幸いです。その点をご理解いただき、気楽にお答え頂けますと幸いです。

次へ進む

3／／5ページページ

Q1．． 先週末（先週末（4／／18日（土）と日（土）と4／／19（日））のことを思い浮かべてください。（日））のことを思い浮かべてください。

あなたは、他の人の行動と比較して、外出を控えていたと思いますか？以下の選択肢からあなたは、他の人の行動と比較して、外出を控えていたと思いますか？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

他の人より外出時間は短かったと思う

他の人と外出時間は同じくらいだと思う

他の人より外出時間は長かったと思う

次のページでは、書かれている内容を良く読んで下さい 。

次へ進む
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(Group A) 4／／5ページページ

現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と  
なっており、日常生活に大きな影響が出ております。なっており、日常生活に大きな影響が出ております。

事態の解決に向け、去る事態の解決に向け、去る4月月7日には政府から緊急事態宣言が発令され、日には政府から緊急事態宣言が発令され、  

「（前略）国民の皆さまに社会機能維持のための事業継続は引き続きお願いしつつ、可能な限りの外出自粛等「（前略）国民の皆さまに社会機能維持のための事業継続は引き続きお願いしつつ、可能な限りの外出自粛等

に全面的にご協力をいただきたいと考えております」に全面的にご協力をいただきたいと考えております」  

との要請が出されています。との要請が出されています。

今後、新型コロナウイルスの問題が沈静化するかは、今後、新型コロナウイルスの問題が沈静化するかは、  
我々ひとりひとりの行動にかかっている我々ひとりひとりの行動にかかっているのは間違いありません。のは間違いありません。

皆でこの困難を乗り越えましょう。皆でこの困難を乗り越えましょう。

次へ進む
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(Group B: example of outing time is displayed for illustration) 4／／5ページページ

現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と  
なっており、日常生活に大きな影響が出ております。なっており、日常生活に大きな影響が出ております。

事態の解決に向け、去る事態の解決に向け、去る4月月7日には政府から緊急事態宣言が発令され、日には政府から緊急事態宣言が発令され、  

「（前略）国民の皆さまに社会機能維持のための事業継続は引き続きお願いしつつ、可能な限りの外出自粛等「（前略）国民の皆さまに社会機能維持のための事業継続は引き続きお願いしつつ、可能な限りの外出自粛等

に全面的にご協力をいただきたいと考えております」に全面的にご協力をいただきたいと考えております」  

との要請が出されています。との要請が出されています。

なお、先週のなお、先週の2、、3回目調査でお答え頂いた内容をもとに計算したところ、回目調査でお答え頂いた内容をもとに計算したところ、  
皆様のなかの、ちょうど真ん中のひとの外出時間（中央値）は皆様のなかの、ちょうど真ん中のひとの外出時間（中央値）は80分でした。分でした。  
一方、一方、あなた自身の外出時間はあなた自身の外出時間は60分でした。分でした。

皆でこの困難を乗り越えましょう。皆でこの困難を乗り越えましょう。

次へ進む
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(Group C) 4／／5ページページ

現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と  
なっており、日常生活に大きな影響が出ております。なっており、日常生活に大きな影響が出ております。

現在の事態に至る前、去る現在の事態に至る前、去る3月月22日に天皇陛下が出された文書には、日に天皇陛下が出された文書には、  

「（前略）新型コロナウイルスの感染が拡大していることを案じ、我が国の国民、そして世界の多くの人々が直面「（前略）新型コロナウイルスの感染が拡大していることを案じ、我が国の国民、そして世界の多くの人々が直面

している様々な困難や苦労に深く思いを致しています。この感染の広がりが早く終息に向かうことを心から願ってしている様々な困難や苦労に深く思いを致しています。この感染の広がりが早く終息に向かうことを心から願って

おります」おります」  

とのお言葉があります。とのお言葉があります。

今後、新型コロナウイルスの問題が沈静化するかは、今後、新型コロナウイルスの問題が沈静化するかは、  
我々ひとりひとりの行動にかかっている我々ひとりひとりの行動にかかっているのは間違いありません。のは間違いありません。

皆でこの困難を乗り越えましょう。皆でこの困難を乗り越えましょう。

次へ進む
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(Group D: example of outing time is displayed for illustration) 4／／5ページページ

現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と現在、皆様がご存じの様に、新型コロナウイルスの感染拡大が社会問題と  
なっており、日常生活に大きな影響が出ております。なっており、日常生活に大きな影響が出ております。

現在の事態に至る前、去る現在の事態に至る前、去る3月月22日に天皇陛下が出された文書には、日に天皇陛下が出された文書には、  

「（前略）新型コロナウイルスの感染が拡大していることを案じ、我が国の国民、そして世界の多くの人々が直面「（前略）新型コロナウイルスの感染が拡大していることを案じ、我が国の国民、そして世界の多くの人々が直面

している様々な困難や苦労に深く思いを致しています。この感染の広がりが早く終息に向かうことを心から願ってしている様々な困難や苦労に深く思いを致しています。この感染の広がりが早く終息に向かうことを心から願って

おります」おります」  

とのお言葉があります。とのお言葉があります。

なお、先週のなお、先週の2、、3回目調査でお答え頂いた内容をもとに計算したところ、回目調査でお答え頂いた内容をもとに計算したところ、  
皆様のなかの、ちょうど真ん中のひとの外出時間（中央値）は皆様のなかの、ちょうど真ん中のひとの外出時間（中央値）は80分でした。分でした。  
一方、一方、あなた自身の外出時間はあなた自身の外出時間は60分でした。分でした。

皆でこの困難を乗り越えましょう。皆でこの困難を乗り越えましょう。

次へ進む
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(Groups A and B)

5／／5ページページ

Q2．． 安倍首相から新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が発令されたのは何月何日だったでしょう？以下の選択肢から安倍首相から新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が発令されたのは何月何日だったでしょう？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

4月6日

4月7日

4月8日

Q3．． 社会調査では回答者の皆様が設問をよく理解し、そのうえで回答して頂くことが重要です。社会調査では回答者の皆様が設問をよく理解し、そのうえで回答して頂くことが重要です。

以下の選択肢では、回答の候補の中から、「どれでもない」を選んでください。以下の選択肢では、回答の候補の中から、「どれでもない」を選んでください。

新型コロナウイルス

緊急事態宣言

安倍首相

8割削減

ソーシャルディスタンス

どれでもない

Q4．． 新型コロナウイルスの影響で失業に追い込まれ生活費に困った場合は、無利子で生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」がありま新型コロナウイルスの影響で失業に追い込まれ生活費に困った場合は、無利子で生活資金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」がありま

す。この制度はご存知でしたでしょうか。以下の選択肢からす。この制度はご存知でしたでしょうか。以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

よく知っていた

聞いたことはあるが、あまり詳しくは知らなかった

知っていたかどうか定かではない

知らなかった

Q5．． あなたは、今後、外出をどの程度控えたいと思いますか？以下の選択肢からあなたは、今後、外出をどの程度控えたいと思いますか？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全く控えようと思わない全く控えようと思わない 完全に控えようと思う完全に控えようと思う

回答
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(Groups C and D)

5／／5ページページ

Q2．． 天皇陛下から新型コロナウイルスに関するお言葉が出されたのは何月何日だったでしょう？以下の選択肢から天皇陛下から新型コロナウイルスに関するお言葉が出されたのは何月何日だったでしょう？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

3月21日

3月22日

3月23日

Q3．． 社会調査では回答者の皆様が設問をよく理解し、そのうえで回答して頂くことが重要です。社会調査では回答者の皆様が設問をよく理解し、そのうえで回答して頂くことが重要です。

以下の選択肢では、回答の候補の中から、「どれでもない」を選んでください。以下の選択肢では、回答の候補の中から、「どれでもない」を選んでください。

新型コロナウイルス

緊急事態宣言

安倍首相

8割削減

ソーシャルディスタンス

どれでもない

Q4．． 先ほどのページで、天皇陛下が出された文書に新型コロナウイルスに関するご懸念があると紹介しました。このニュースは元々ご存じでしたでしょ先ほどのページで、天皇陛下が出された文書に新型コロナウイルスに関するご懸念があると紹介しました。このニュースは元々ご存じでしたでしょ

うか。以下の選択肢からうか。以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

元々知っていて、はっきりと覚えていた

元々知っていたが、あまり覚えていなかった

知っていたかどうか定かではない

知らなかった

Q5．． あなたは、今後、外出をどの程度控えたいと思いますか？以下の選択肢からあなたは、今後、外出をどの程度控えたいと思いますか？以下の選択肢から1つお選びください。つお選びください。

1 2 3 4 5 6 7
　　 ← ← ← 　 → → → 　　

全く控えようと思わない全く控えようと思わない 完全に控えようと思う完全に控えようと思う

回答
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