
新型コロナウイルスワクチン接種に関するアンケート結果 

河北新報「読者とともに 特別報道室」は 2021 年 7 月 1～5 日、新型コロナウイルスワ

クチン接種について、LINE の友だちの皆さんにアンケートを行いました。行政に求めるこ

と、疑問点、接種後の生活の見通しなど、自由に寄せていただいたメッセージの一部を原文

のままご紹介します。 

副反応が心配である（仙台市宮城野区・40 代無職男性） 

解熱剤、痛み止めの提供をしてほしい（仙台市青葉区・30 代パート・アルバイト女性） 

国のワクチン接種供給スピードが遅い。（岩沼市・60代会社員男性） 

接種券が届いてから、未だに予約がスタートしない。遅いと思う。（多賀城市・50代パート・

アルバイト女性）

コロナ関連の連絡先がほとんどナビダイヤルなのもおかしい、不便と思います。繋がりにく

いのに電話代がかかるとても不親切な対応にかんじています。（仙台市宮城野区・30 代会社

員女性） 

初めてのことで、各自治体も手探りと思うが、粛々と進めていくしかないと思う。（登米市・

40代会社員女性） 

接種後の体調が悪くなった場合の医療費補助を必ずお願いしたい。（仙台市泉区・60 代パー

ト・アルバイト女性）

スピーディーにお願いしたい。（仙台市若林区・40 代専業主婦（夫）女性）

何度も変更になり、接種券は来ても予約もワクチン不足だから、いつからかわからないなど、

不安しかない（宮城県大衡村・40 代会社員女性） 

いらない。税金の使い方・徴収額に甚だ問題しかない。（栗原市・30 代会社員男性） 

きちんと、全て先を見て対策を高じて欲しい。後手後手。（仙台市宮城野区・50代派遣女性） 



仙台市の優先接種を支持します。県の先着順は疑問です。（仙台市太白区・60 代無職女性） 

 

ワクチンパスポートを発行し、飲食店などで特典を得られるようにすれば、GotoEatの様な

効果があるのではないかと思います。（仙台市青葉区・50代会社員男性） 

 

様々なハードルを乗り越え接種は順調であり、そうした側面をしっかりアピールするべき

（仙台市青葉区・50 代会社員男性） 

 

菅政権、五輪組織委員会の言っていることは理解できない。五輪開催は反対。宮城県政、仙

台市政は信頼、信用度している。（仙台市泉区・50 代会社員男性） 

 

ワクチンのメーカーの選択を出来る様にして欲しい（仙台市太白区・40 代会社員男性） 

 

現在高３の受験生なのだが、中３の時自分含め多くの生徒がインフルエンザのワクチンを

受験に備えて接種した記憶がある。コロナワクチンも共通テスト等に備えて接種した方が

良いのか、やめた方が良いのかが気になる。（仙台市若林区・10 代学生女性） 

 

宮城県と仙台市で、優先接種について言うことが違っていて混乱します。どちらの言うこと

を聞けばいいのでしょうか？（仙台市泉区・60 代会社員女性） 

 

介護従事者は、対象になっておりません。小さな事業所ほど出入りが多く、リスクも高いで

す。勤務をしていて、接種後の休みなど取りづらいです。接種にいくのも時間がかかり行け

ません。みな利用者さんが接種につれていけるわけでもないので困ります。（仙台市泉区・

30代パート・アルバイト女性） 

 

仙台市の一般接種が予定より遅れそうな気がする。宮城県と仙台市で言っている事違うの

で予約待った方がいいのか、予約申込していいのかよくわからない。説明不足。しっかりと

説明してほしい。（仙台市太白区・50代会社員男性） 

 

何故、電話が繋がりにくくなることが予想できるのに予約制にしたのか。あらかじめ適当な

日にちを指定してほしかった。都合つかないひとだけ手続きすればよかったのに。（仙台市

青葉区・30代パート・アルバイト女性） 

 

受けられる人から受けるように、年齢区分はもうやめて欲しい。（角田市・30代自営業女性） 

 

効率的な『案内』や『接種』を行っている自治体もあるのに、何故、参考にしないのか。疑



問だが、さすが、「お役所仕事」ならではの結果かな。（仙台市宮城野区・40代会社員女性） 

 

コロナの初期段階でコロナが蔓延する事はわかっていたのでもっと国が先導して国民に情

報開示して国民に理解するように説明すればよかったと思います。 

もっと厳しい意見になりますが、コロナはある意味．国が犯した人災です。（富谷市・60 代

自営男性） 

 

7 月末に 1 回目と 8 月に 2 回目、予約済み！私は今まで通りだったら、感染するリスクは少

ない環境なので接種まで、今まで通りに生活します。（仙台市太白区・60 代パート・アルバ

イト男性） 

 

県外に住む高齢の両親より先に接種してしまい、なんか変な感じがする（仙台市青葉区・30

代会社員男性） 

 

宮城県内で、接種後亡くなった人数や重度の後遺症が出た時の、報道が全然無いがどうして

か（宮城県色麻町・50 代会社員男性） 

 

仙台市の大規模接種会場で県内の方が接種できるのは仕事や通学のついでに受けられるの

で良い事だと思うが、一方で仙台市民はクーポンが届いても年齢毎の予約のため、まだ予約

できない人もいる。同じ県民なのに平等では無い気がしている。（仙台市青葉区・40 代会社

員女性） 

 

大規模接種センターの対象が全県民になりました。やっと接種券が届きましたが、予約の電

話はつながりません。せめて対象が拡大、仙台市民の 64歳以下への接種券の配布に合わせ

てインターネットでの予約も開始して欲しかったです（仙台市泉区・40 代会社員女性） 

 

ワクチンを打たないという選択をした人が不利益を被らないよう配慮をしてもらいたい。 

ワクチン接種証明などが出ることで、生活上の差別・偏見が生まれないような取り組みにも

力を入れてもらいたい。18 歳以下の接種の方針を知りたい。エッセンシャルワーカーの中

で接種希望者への接種が進んでいない現状もあるので、そちらの対応も求めたい。（宮城県

七ヶ浜町・30 代会社員男性） 

 

墨田区は接種券は届いているが６５歳以下は 7/15まで予約がとれず仕方なく大規模接種セ

ンターが６５歳以下予約受付したので接種をしたが住民票を取りに同日、区役所に行って

みると区役所のワクチン接種会場はがらがらで受付の担当者はアクリル板を掃除するくら

い余裕あるようでなんでかなーと感じた（東京都墨田区・30代会社員男性） 



 

年代別の接種率など公表してほしい（名取市・60代議員男性） 

 

大規模接種のキャンセルと申し込みの電話番号一緒のため中々電話繋がらなかったもう半

日近く掛けても繋がらなく諦めて申し訳なかったけども、時間がなくキャンセルできなか

った、キャンセルするときの電話と、申込みするときの電話番号別けて欲しかったです、参

考までですが、宜しくお願いします（仙台市宮城野区・60 代専業主婦（夫）女性） 

 

単刀直入、接種後に死にたくない。しかし接種しなかった場合に感染したら、ほらね接種し

ないからだよと必ず言われるはず。しても、しなくてもリスクはある。史上最大のギャンブ

ル(賭け)だと思っている。（仙台市太白区・40 代パート・アルバイト女性） 

 

対応を早く！医療、福祉関係、学童等優先に…働き手も早めに…良く検討して流れを作っ

て！（仙台市泉区・70 代無職男性） 

 

会場まで行けない方が結構いる。フォローが必要。かかりつけ医や在宅診療での接種、また

市立病院や近隣病院での接種など塩釜市の特性を活かした弾力的な対応が必要と思う。（塩

釜市・60 代無職男性） 

 

接種後の症状などは周りの方からお聞きしていましたし、若い女性の方の副反応がひどい

ケースがあるとのこと。来年度もまたまた選手が必要となると医療関係者への負担は大変

なことだなと思います。  医療関係者の方に感謝申し上げます。 

国の計画のずさんさが明らかだ。（仙台市若林区・60代年金生活者男性） 

 

7／1 現在、大規模接種は全県民の予約受付をしていますが、仙台市は基礎疾患等がある方

を優先してほしいとのことで現状自分は予約を行なっておりません。大規模接種の予約に

余裕があるから全県民に範囲を広げたのだとおもいますが、仙台市の人口や通勤・通学等で

の人流を考えると、予約の範囲を全県にするのではなく仙台市の年齢制限を拡げるべきで

はなかったか？と考えます。以前仙台市をハブとして…という報道もありましたし、接種の

ために他の市町村から仙台市に人が移動するのもどうなんだろう？と考えてしまいます。 

県と市の連携はうまくいっているのか？と少々疑問に感じてしまいます。（仙台市宮城野

区・50代会社員女性） 

 

個人からも報道からもアレコレ言われていますが、気にしすぎると心身を病んでしまいま

すし、自分たちではどうにもできない話も多いでしょうから、ある程度は割り切って粛々と

進めてください。どうせノド元すぎれば何とやらで、コロナ禍が落ち着けば、ほとんどの人



は忘れますから。そりゃ生活は大変ですけど、可能な限りの支援はしていただいていますし、

文句は無いですよ。（仙台市太白区・40 代フリーランスライター男性） 

 

行政に求めること→接種スピードを早めてほしい。 

接種後の生活→他県に住む祖母に３年近く会っていないので会いに行けたらと思う。（祖父

は、ことしの５月に 100歳で亡くなった。最期に会ったのは３年近く前となってしまった。） 

ただ、マスク、アルコール消毒などは続けていく雰囲気が続いてほしい。（宮城県柴田町・

30代専業主婦（夫）女性） 

 

副反応がでても 電話が繋がらす大変だったと言う話を聞くので もっと回線を増やした

らどうかと思います（岩沼市・50 代パート・アルバイト女性） 

 

厚労省がかなり前から示した優先順位を大事にしてほしいです。県 HP、市 HP にも優先順

位が示されていたのに、64 才以下に接種券発送のニュースが流れたと同時に、仙台市独自

の優先順位が示されたり、6 月末になって知事の「大規模接種では、電話をした人全てを受

け入れる」発表があったり。重症化リスク大の基礎疾患がある者の接種が、受けにくくなっ

ています。重症化リスクにおびえていた弱者が、置いてきぼりにされた感じがします。（仙

台市太白区・50代専業主婦（夫）女性） 

 

私は、難病で通院中です。集団接種で近い場所を希望していました。結局 3回電話して事情

を説明しましたが、大規模会場ばかり勧めらました。全く理解してもらえず残念です。 

大規模会場は、電話を毎日何十回してもつながりません。ネットと LINEは、7 月 3日から

の受付開始みたいです。基礎疾患のある人は優先となっていますが、会場に行く事も大変で

す。（仙台市太白区・50代無職女性） 

 

ここに来て国はワクチン不足になるのかと残念に思っています。県.市とも走りながら整え

てきた努力に感謝。接種者側も行政に甘えすぎずに予約方法など勉強すべきと思います。

（仙台市泉区・60 代専業主婦（夫）女性） 

 

接種スケジュールをより詳しく｡（栗原市・20 代パート・アルバイト男性） 

 

色々な噂が飛び交っています！6ヶ月以内にガンになるとか、人口を減らすためにコロナを

流行らせているとか、多々耳にします。その辺はどうなんでしょうかね？明確な安全性を約

束できるのでしょうか？考えものです。（仙台市若林区・50 代会社員男性） 

 

まず子供への集団予防接種はやめてください。海外では若い人に心筋炎のリスクがある事



を、ファイザー社は認めています。健康で未来のある子供を、重症化もしていないコロナの

為だけにワクチンで害を与える事は、倫理的にどうかしていると思います。 

また、河野大臣はデマだとばかり言っていますが、県や市の長は科学的知見とデータを用い

て正式な見解を述べてもらいたいです。厚生労働省も製造元も、長期的な副作用については

分からないと言っていますので、現段階でデマと言い切れる根拠が不明です。デマと言う方

がデマになるのではないでしょうか？それとも厚生労働省がデマなのでしょうか？不毛な

話だと思います。一刻も早くコロナを利用した政治パフォーマンスはやめて、本当に日本国

民が幸せに過ごせる世の中になることを祈っていますし、一国民として声をあげていきた

いと思います。（白石市・20代会社員男性） 

 

ワクチン効果もあり宮城県も少ないと感じます。若年層の接種が進むよう期待しています。

お疲れ様です。（仙台市若林区・40 代会社員女性） 

 

我が家は夫婦で医療従事者のため、早めに接種が終わっています。その後、行政からの接種

券が届きました。今、ワクチンの供給問題が起きていますが…接種が終わった私たちのよう

な人の接種券を回収するなどして、あとどのくらいがその地区で必要なのかを、把握するこ

とも必要なのではないかと思います。（仙台市青葉区・50代パート・アルバイト女性） 

 

ワクチン接種後の副反応を件数等（個人情報以外）をすべて明らかにしてもらいたい。（仙

台市青葉区・50代公務員男性） 

 

ワクチン接種証明書なんか発行しないで欲しい。差別に繋がる（仙台市太白区・50 代団体

男性） 

 

情報の更新がされていても、毎日ホームページ見に行かないと情報の変更がわからなかっ

たりした。変更あった際は、LINE やメール、Twitter などあらゆる SNS駆使して知らせて

欲しい（仙台市泉区・60代会社員男性） 

 

仙台市と宮城県の意向が違うのが困ります。（仙台市若林区・40 代パート・アルバイト女性） 

 

個別接種予約方法は高齢者に大変な負担だった。基本検診のレントゲン撮影のように日時、

場所指定した通知なら何ら問題はなかった。（仙台市若林区・70 代無職男性） 

 

当初、接種順が高齢者の次に持病持ち者だったが、一般(60 歳以上 64 歳)と同じ？（名取市・

60代会社員男性） 

 



デルタ株等他の新型に効いて居るか心配です。又、ワクチンは毎年打つようになるのでしょ

うか。（白石市・80 代以上カルチャー講師女性）" 

 

ワクチン確保の遅れは政府 官僚の怠慢か？厚生官僚の疲弊か？国をあげての対応が望ま

れる。（塩釜市・70 代無職男性） 

 

インフルエンザワクチンの様に毎年受ける必要なのか、麻疹ワクチンの様に一生に一度で

良いのか説明が少ないと思う。ワクチン接種者のなかには 100%大丈夫だとマスクをせずに

生活している方も見受けられます。ワクチン接種状況のニュースだけではなく、今後どの様

な対応が必要なのかが知りたい。（仙台市若林区・40代会社員男性） 

 

フェイクニュースを信じてワクチンを悪のようにいう人もいて、その辺りをハッキリさせ

て欲しい。（仙台市若林区・40 代専業主婦（夫）女性） 

 

特に問題なし。尚、ワクチン接種と副作用について、正しい情報を流すこと。（仙台市泉区・

70代無職男性） 

 

政府・行政のあり方、対応の良し悪しがこれ程ハッキリとした事は無いです。 

国別の色々なデータ見ても最低グループになっていますね。 

先進国だと思っていたのがこの有り様とは。 

コロナ・オリパラ・都議会選挙・衆議院議員選挙・財政のていたらく・お金に関係する行政、

政府の劣化などなど見ても地に落ちたりの感が非常に強い。 

私の知り合いがドイツに住んでいまして、色々と話す機会が有りますが一方的な見方・考え

方もありますがあらゆる部分で日本の劣化(行政・政府・政治家)が目につきます。 

この様な状態の中でメデイアはどうあるべきか、考えてみる必要が有るかと思います。（相

模原市緑区・80代以上無職男性） 

 

国民本位であるべきなのに一貫性のない政府に振り回されてばかりで頼る事が出来ない。

（仙台市泉区・60 代会社員男性） 

 

摂取した人の行動制限を無くしてほしい（富谷市・40 代会社員男性） 

 

個別接種を行ったが予約をとるのに、高齢者が密になり 90分も並ばなければならなかつた。 

接種の日時を指定するなどの対応がほしかつた。 

集団接種 大規模接種の予定告知が遅すぎる。（仙台市青葉区・70代無職男性） 

 



1.国外と国内で簡単に提示できるワクチンパスポートが欲しいです。 

2.若い人のワクチン接種率を高めて欲しい。（仙台市太白区・70 代会社員男性） 

 

行政に多くは求めないし、求めても対応出来ないのが日本の行政。 

何においても中途半端に思えるし、利権絡みで政治が動くのですから、行政に何か求めても

落胆にしかならない。（登米市・40 代会社員男性） 

 

本来なら数十年治験を繰り返し安全確認を取る厚生労働省なのに、何故今回のコロナワク

チンに関してはこんなに早く許可を出したのか？不自然過ぎるので、明確に説明してもら

いたい。その上で万が一高度副反応が出た場合の保障(死亡等)誰が責任を取るのか？明確に

してもらいたい。言葉巧みに任意強調しているが、接種しないと不具合が生じるような世の

風潮になっている。その辺も踏まえてきちんとした説明がほしいと切望。（登米市・40代会

社員女性） 

 

同調圧力のないように、と言いながらこれだけ摂取を促せば非接種＝非国民のような扱い

になる。アレルギーがある事、急拵えのワクチンの安全性に疑問がある事からワクチンは受

けない。若い人は生殖機能への影響なども心配だがそう言う情報は出てこない。ワクチン接

種後亡くなった人は因果関係なしまたは不明と片づけられ政府も信用できない。 

（仙台市青葉区・50 代専業主婦（夫）女性） 

 

何故こんなにも後手後手なのか？まともな政治家 公務員は全く見受けられない。全てに

おいて責任逃れで保身ばかり。都合の悪いことにはまともに答えない。それでボーナスは一

足先にもらう。（仙台市泉区・60代無職男性） 

 

電話が通じない 6月から電話をかけている 66 歳です（大崎市・60代会社員男性） 

 

国はワクチン接種を進めていますが、ワクチン接種後の副反応が、ひどい人や接種後に死亡

する方がいるそうですが、ワクチンとの因果関係がわからないそうですが、マスコミでもあ

まり取り上げ無いようですが、取り上げて検証すべきではないでしょうか？（宮城県美里

町・70代自営業男性） 

 

化学物質アレルギーもあり、接種には不安を抱いている。上司は皆の前で職域接種の希望を

聞くが、本来は個別に確認すべきではないか。ナーバスな話題だということを自覚してほし

い。同調圧力にもつながりかねず、不安に思う。（仙台市宮城野区・40 代会社員女性） 

 

行政から希望日の病院と曜日の希望後に指定の日にワクチン接種出来たので特になし（角



田市・60 代無職男性） 

 

国民のほとんどが、ワクチン接種終わらないうちに東京オリンピックを迎える事になり大

いに不安です。地方では、ワクチンが予約した分が足りず、困っているとのニュース流れて

います。国は、どのように考えているのでしょうか？（仙台市泉区・60 代専業主婦（夫）

女性） 

 

他県に比べて市長が真剣に取り組んでいるように感じません。個人情報保護も理解したい

のですが、コロナに感染した店名などを公表して頂きたいです。(行った事のあるお店だっ

たらこまるので)（仙台市宮城野区・40 代福祉関係女性） 

 

数年後に影響出るとか 不明な事も多いが現況を考えると接種するしかないとの思いが強

い。（栗原市・50代会社役員男性） 

 

打ちたい人がすぐに打てるように、ワクチン不足にはならないようにして欲しい。（仙台市

宮城野区・40 代会社員男性） 

 

行政は接種後の対応は十分していると思う。大規模接種で接種したが、慣れないはずの仕事

を真剣に取り組んでいたのが印象的だった。スムーズに一回目を終わることができた。（宮

城県大衡村・60代公務員男性） 

 

当初の医療従事者への接種は完了したのか。途中から高齢者への接種ばかり注目されてい

たので気になる。副反応や後遺症への対応も万全ではなく、接種しても特に変異株の感染可

能性はあるなど現時点で積極的に受けたいとは思えない。厚労省が大阪の大御所お笑いタ

レント夫妻を起用した CM で接種を勧めているが「自分のため皆のため」という台詞が、

打たないのは非常識で自分勝手のように聞こえ、暗黙のプレッシャーを感じて不愉快。（仙

台市青葉区・50代専業主婦（夫）答えない） 

 

ワクチン接種での免疫期間はどれ程か、それ以降は？ 何らの説明が無いのは何故か。単に

オリンピックの事だけ考えた接種か？菅式基本思考は何事も利己的・無責任・他罰的には呆

れ果てる。接種後も世の中が落ち着く迄、三密は避けます。（仙台市泉区・70 代自営業男性） 

 

テレビ マスコミの煽り報道だけではなく、きちんとしたデータを出してほしいですね。 

情報弱者の方々は、テレビ マスコミの報道を信じてしまい、ネットを使って自分で調べる

ことが出来ないから。（柴田郡大河原町・50 代会社員男性） 

 



自治体によってバラバラで あの町はやったのにこっちは何故まだなんだ？みたいに騒い

でいる人もいます。 最初から国がやり方を決めていれば 待っている人も落ち着けたと

思う（角田市・60 代専業主婦（夫）女性） 

 

①予約システムに問題を強く感じた。 

電話、インターネット繋がらない時間が何時間も続いて不安(最終的にはインターネット予

約)  先行高齢者接種の不備は高齢者を軽んじている対応、私は別市町村住んでいる 90 代

両親の予約担い手でもあった。高齢者本人が出来ない、やり慣れていない、サポートが無い

申し込み方は行政サービスの怠慢 

②高齢者先行接種の意味？ 

社会活動活発な世代こそ、集団免疫をつける目的効果に唯意義 

高齢者の重篤医療逼迫等の問題はコミニテー社会集団が優先で接種する事で守られる部分

が強い 

※この機を高齢者に不慣れなインターネット手法を無理くり、馴染ませようとする意図が

見え隠れした、不愉快。（塩釜市・60代専業主婦（夫）女性） 

 

接種した人への特典（例えばお店での飲酒が認められる等）があれば嬉しい。（仙台市泉区・

70代無職男性） 

 

接種券が無くても健康保険証が有れば接種出来れば良かったと思います。高齢でもかかり

つけ医の無い方は多く路頭に迷う方が多かった。年齢とかで日にちを指定するような仕方

が出来なかったのかと思います。（仙台市宮城野区・60 代専業主婦（夫）女性） 

 

ワクチン接種は、個人の自由と聞いています。ただ、現状で日本でもパンデミックが起きて

いると判断されます。パンデミックを早期に収束させるには集団免疫が必要と言われてい

ます。受けたい人だけ受けたのでは集団免疫が造られるまでに時間がかかると思います。 

 

行政が必要性を広報することにより最終的にパンデミックが終息する様に期待したいです。

（仙台市若林区・60 代年金暮らし男性） 

 

ワクチン接種の安全性をもっと情報発信し 1 日も早く多くの人が摂取するよう望みます。 

マスコミも不安を煽るような報道のしかたを慎むべきです。（仙台市太白区・70代無職男性） 

 

接種したいと希望する人には 予約の人数枠の拡大、接種時間の拡大等を。（仙台市太白区・

60代専業主婦（夫）女性） 

 



仙台市にある大規模接種会場ですべての宮城県民は接種できるようになったのに、仙台市

民はまだお預け状態なのはおかしい。仙台市長の発言が理解できない。（仙台市青葉区・40

代パート・アルバイト女性） 

 

宮城県のワクチン接種は 50代も予約可能とのことなので予約しようと思っていたら、仙台

市は予約可能時期は後日お知らせします。とあるので、いつになるかわからず他県の大学に

居る息子の接種も大学での接種にするか仙台で受けさせるか悩んでいました。 

若い人の副反応は高熱が多いとあるので一人暮らしだし、仙台で受けられると良いのです

が、時期がわからないので残念ながら保留。せめて大学生には早く打たせてあげたいもので

す。 

私も予約可能な時期になったら、副反応で職場に迷惑がかからないように忙しい時期を避

けて休みの前日にでも受けようと思います。（仙台市若林区・50 代パート・アルバイト女性） 

 

ワクチンを打たないと生活できないような外圧がかかるような施策はやめて欲しいです。

むしろ検査がもっと気軽に安価で出来るようにしてもらいたいです。殊更にワクチンは安

全と連呼する CM を流すより、重篤な副反応が起きた例の分析を行う事、ワクチンを打っ

ても感染防止が肝心である事、有効な防御法や感染拡大事例を責任をもって広報し、国民へ

広く知識を共有して欲しいです。（仙台市泉区・40 代専業主婦（夫）女性） 

 

宮城県知事が早期に大規模接種センターを設置したことに敬意を表したい。（富谷市・50代

パート・アルバイト女性） 

 

Web での予約で年齢別に予約の順番が決まっていますがシステム不十分のようですよ（仙

台市青葉区・60代無職男性） 

 

自分は単身赴任で住民票が別だが、ネットで仙台市も移行手続きが出来ることがわかった

ので、接種券が来たら直ぐにでも移行手続きをし、接種したいと思います（仙台市青葉区・

50代会社員男性） 

 

ワクチンの予約に、携帯電話のかけ放題の対象にならない 0570 を使わないで欲しい。2 名

分の予約に 1000 円近くの電話代がかかるのは、ありえない。（仙台市青葉区・60 代無職男

性） 

 

ワクチンを接種したからと言って、100%コロナ感染症に感染しないわけではないとの事。 

デルタ株も増えると思われますので、マスクの装着は今まで通り続けてほしいと思います。

（仙台市泉区・70 代専業主婦（夫）女性） 



 

65 歳以上です。6/28 に１回目接種しました。同じ日に 64 歳～の方が接種していました。

ちょっとおかしくないですか？（仙台市宮城野区・60 代パート・アルバイト女性） 

 

ワクチン接種後に亡くなっている人が大勢いるとのこと、その詳細が何故公にならないの

か。（石巻市・70代無職男性） 

 

施設職員など優先でも、職業により、副作用などの心配から集団接種も難しい 

少人数しか出来ないのだから、予約が取れない状況をなんとかしてほしい（仙台市太白区・

50代団体職員女性） 

 

今は旅行に行く、飲みに行く等一切考えていませんが、日常生活に不便を感じています。周

りの方に迷惑をかける事の無い生活をするために 1 日も早く接種したいです。公園でマス

クを外して深呼吸したいです。（仙台市泉区・50代専業主婦（夫）女性） 

 

宮城県と仙台市の考えの違いが、本当にわかりにくいです。仙台市民は、ワクチン接種の優

先順位を守って下さいと言われ、でも今日のニュースでは、特にその情報もでなかった。た

だ、現実は周りの基礎疾患のない市内在住の方々も予約を取り始めています。 

感染者の発表もそうですが、仙台市と宮城県の大きな壁を、市民県民に影響を及ぼすのはや

めてもらいたいと、この新型コロナで、しみじみ思いました。（仙台市泉区・40代パート・

アルバイト女性） 

 

地域によって接種の差が出ています。人口の関係も少しはあるのでしょうが、政府から指示

されてから動くのではなく、予め様々な場合を想定し、準備していくことが必要だと思いま

す。希望者が早く打てるようにして欲しいです。 

接種後の生活については、個人的には感染が収まるまで変えないつもりです。ワクチンを打

ったことで、気をゆるめてしまう人が多くなるのは心配です。 

オリパラが終わって(なんの議論もなく、知らないうちに実施になったのは解せませんが)、

感染拡大せず安心出来たら、ゆっくり旅行したいです。（仙台市太白区・60 代専業主婦（夫）

女性） 

 

いつからどこで接種が出来るのか何もない状態で接種券だけ送られてくるより、ある程度

決まってから送ってほしかった。大規模接種センターのほうが早く打てる気がする。対応が

他の市町村より遅れている気がする。（多賀城市・50代パート・アルバイト女性） 

 

個別接種も集団接種ももう少し簡単な申し込みが可能な方法を検討し、web や電話でも若



い方々、ご高齢の方も安心して、接種できるように特に行政側にお願いします。（富谷市・

70代無職男性） 

 

接種の加速に拘るあまり国と仙台市の定めた優先接種順位を無視して大規模接種を全県民

に一斉開放した村井知事の姿勢は大いに疑問。疾患からくる感染へのリスクと不安を抱え

ながら首を長くして予約開始を待っていた各年代の基礎疾患のある者の予約が大変困難に

なったという多くの憤りの声を耳目にします。きちんと医学的理由があるからこその優先

接種順位なのにそれが蔑ろにされるとは本当に理解に苦しみます。（仙台市青葉区・40代自

由業男性） 

 

若い人から優先接種した方が良かった。 

年寄りは、若年からどれだけもらっているのかな。未来を担う若者の健康を守ろう。 

オリンピックは、完全に目標を見失っている。彷徨える亡霊のようだ。（石巻市・60代自営

男性） 

 

58才。クーポンが届いたのに 7/1 時点で 

電話は繋がらないし あさってのネット予約を早くしたいが 上手く予約が出来るか心配。

毎日、新聞に掲載されているワクチンの件の知らせは とてもわかりにくい。 

私は受けたいが 私の周辺で３人は受けないようだ。同年代でも人それぞれかなあと思う。

（仙台市若林区・50 代専業主婦（夫）女性） 

 

石巻市の動きの遅さに不信感。（石巻市・20 代会社員女性） 

 

重症化・死にたくない人・周囲に迷惑を掛けたくない人は接種、重症化しない自信・副作用

が怖い人は接種しない、どちらも自由です。でもしない場合、海外では間違い無く不利益を

被ります。政府がこういう事もあるのを積極的に PR し、接種率を上げる努力をするべきだ

と考えます。（宮城県大河原町・60 代無職男性） 

 

３８℃越えの発熱が数日続き、嘔吐、下痢も有、１２歳～１５歳の子供が受けたらどうなる

か心配。（名取市・40 代会社員女性） 

 

政府は責任を持ったスケジュール管理をしてほしい。外国からどのくらいの量が届くのか、

廃棄も見込んで、自治体に配布してほしい。何よりですオリンピックを中止にすべき。（仙

台市太白区・30代公務員女性） 

 

大衡村在住ですが、村人口比較するとワクチン接種が遅いですね、今は 60代以上の方々が



対象です、家の娘達には接種券は来ましたが？ワクチン不足につき予約すら未定です他の

町市より遅いようです、高齢者だと副作用があまり感じないようですね、若い方々が副作用

有るようです、若い方々が接種を拒むのも副作用出やすいのでわかるような気がします（宮

城県大衡村・60代パート・アルバイト男性） 

 

中学生の子供のワクチン接種について悩んでいます 

副作用が心配で仕方ありません 

短期副作用もですが、長期にわたり成長期の子供にどんな副作用がでるかもわからない注

射を打たせたくありません 

しかしながら、重症化を防ぐ為には必要なのかとも考えています 

やはり、ワクチンよりも特効薬の開発を急いで欲しいと思います 

以前テレビで「製薬会社は需要の多いワクチンの開発に力を入れている 

特効薬は後回し。やはり儲かる方にお金をかける」と言っていました 

製薬会社としては確かにそうだと思います。しかし、未来ある子供の為にも安心安全な特効

薬が出来る様に切に願います。（東松島市・40 代パート・アルバイト女性） 

 

出来るだけ早く接種出来る様、予約無くても接種可能になれば助かる。（石巻市・60 代無職

男性） 

 

説明書類、接種券、案内(まだ届いてませんが)。３回に分けて郵送されてくるのは無駄な作

業だし紛らわしいです。もっと簡略化したほうが良いと思います。段取り悪くて民間企業な

らあり得ません。混乱の中仕方ないとは思っています。お疲れ様ですと言いたいです。（仙

台市青葉区・50代会社員女性） 

 

自分の年齢枠の時期が来たら、接種予定でした。思いがけず、主人の会社で職域接種が進み

二転三転あったものの、来週接種できるとのこと。当初は体調不良に備え家族内で接種時期

をずらそうと話していましたが、今回の職域接種は日時指定のため、主人と同じ日となり、

レトルト食品など準備を始めました。（仙台市青葉区・40代パート・アルバイト女性） 

 

予約は取れたのですが、基礎疾患優先の仕組みがよくわからない。ホントに優先の恩恵はあ

るの？接種の順番は若い人から受けさせておけば飲食店の自粛など経済の影響も最小限に

出来たのではないか❗️高齢者が大規模接種会場まで出掛けるのは大変だと思います。（仙台

市青葉区・50 代会社員男性） 

 

私は何回も苦言を述べていますが…宮城県の仙台市の意向を無視した、勝手な施策には、憤

慨しています。 



案の定…クーポン届いても優先接種にご協力下さい！予約開始の通知が改めて届くまでは

お待ち下さい！と言う仙台市の指示を無視して、ガンガン予約電話を入れて…本当に接種

を差し迫られている人達を阻害している！ 

郡市長は、この事態を憂慮心配していたはずです。今日の夕刊を見たのですが、案の定です

ね！身勝手な方々が現れています！ 

県は、今からでも、遅くないので①仙台市外の人はもうしょうがないですね！仙台市内の方

は 60 歳以上、基礎疾患等がある方への優先接種に協力する事（仙台市の方針）に受付の段

階から協力させる旨を県民に告知して、改めるべきですね！！ 

「東京の孫に逢いたいから？」「ふざけるな！」と言いたい！こっちは障害の身ながら…毎

日満員電車で感染に怯えながら生きているんですよ！（仙台市宮城野区・50代公務員男性） 

 

 

時々、廃棄処分にしたワクチンのニュースを見ると怒りが沸くと共に取り扱う人々のコロ

ナ感染に対する考え方の甘さを感じる。する、しないは個人の自由だが万一感染して周りの

人々に感染したらとは考えないのだろうか？特に感染者の多い地域の方々は、感染した場

合のデメリットを再考して欲しい。（仙台市宮城野区・70代専業主婦（夫）女性） 

 

高齢者には電話予約が大変だった。年齢の細分化等の工夫をして欲しかった。（仙台市青葉

区・70代無職男性） 

 

ほかの市町村と比べて一日の接種人数が少ないように思えます。高齢者の接種が終わらな

いように思います。もう少し臨機応変に対応して大規模接種会場にいけるように接種クー

ポン券を配布してほしいです（大崎市・50 代パート・アルバイト女性） 

 

なぜ高齢者優先しているのに、大学とかで若者が接種できるのか？何人もの人が接種後亡

くなっているがそれについてはうやむや。無視して勧めている気がする。オリンピック開催

が影響して感染拡大したら、どう責任をとるのか？コロナが終息してない中なぜ国民の意

見を聞かずオリンピック有観客できるのか。開催中一般人の私達は自粛なんて意味不明で

はないかと。（仙台市青葉区・50代会社員女性） 

 

続き→仙台市と宮城県の福祉に帯するスタンスの相違が今回の件で鮮明に浮き彫りになっ

た感じがします！（仙台市宮城野区・50代公務員男性） 

 

政府に対して、場当たり的なものではなく、時間を掛けても正確な情報提供をお願いしたい

（石巻市・50 代会社員男性） 

 



少子化対策として、妊活中の女性は優先的に接種できるようにして欲しい。（仙台市宮城野

区・30代会社員女性） 

 

接種が決まっております（仙台市太白区・50 代無職男性） 

 

どんな副反応があるのか、それによってひどい病気や死などが起きていないのか、良い話ば

かりではなく、悪い面もしっかりと説明してほしい。必ず接種しなければいけないような空

気になっているのが、嫌だ。（仙台市太白区・40代専業主婦（夫）女性） 

 

先ずは医療従事者に対して感謝とご苦労様と言いたい。 

それにつけても国の諸般の対応はどうしようもない・・と言わざるを得ない。 

こんなに数値目標がずさんな事を平気なツラして会見して、あとは「甘かった・・!」（こん

な大臣・俺でも出来るわ!!）それよりも、職域別でしたかね この先見通せないとの事（バ

カか） この時点で言うのはチョット!なんですが!⁉ 

こんなに若者達や飲食店街が目の仇にされているのに何故飲食店等の組合が立ち上がらな

いのか!? これが私は不思議でならないのです。こんな時こそ政治力を発揮して店主達をま

とめて店関係者全てに接種させるべき・・だったと感じた次第です。 その中で店に来てい

る若者たちにも同等の対応をもすべき・・ではないかな～ 

私が甘い・・化❓（仙台市青葉区・70 代会社員男性） 

 

接種を受けた身内で全員が副反応を起こしているので、副反応が起こりにくくなってから

接種を開始すべきだったと思う（仙台市青葉区・10 代学生男性） 

 

何故、蔓延している若者があとで高齢者外出さきなのか。老い先短い高齢者にうつ必要ない

（仙台市太白区・60 代無職男性） 

 

我が市町村は特に問題なし！（宮城県村田町・50代会社員男性） 

 

すぐにコロナ対策をやめる。感染者を増やして集団免疫を獲得した方が早い。感染した人の

話を聞きましたが、普通の風邪以下で、隔離は監禁だと言っていました。少数派の意見ばか

りを報道しないでほしい。ただの風邪をエボラ出血熱並みのウイルスとして扱っています。 

今すぐ正しいことを報道してほしい。中国ウイルスはただの風邪だから、対策は無用。（石

巻市・30 代会社員男性） 

 

県知事と仙台市長の軋轢か⁉市長は、優先摂取厳守と言い、知事はなるべく早く誰でも摂取

して‼️と意見の相違に疑問。（仙台市青葉区・60代公務員男性） 



安定したワクチンの供給をしてほしい。（仙台市宮城野区・50代公務員男性） 

 

コロナ後はバスや地下鉄内で話し声が聞こえると少し警戒したものです。今も人が沢山い

るところは敬遠しています。出歩かなくなったせいで膝に支障が出て歩くのがしんどくな

りました。二回目の接種後 病院から抗体ができたかどうか調べることができるという事

だったけど有料とのこと。結構高い（7000 円ちょっと）もう少し安かったら安心材料にな

るのだけれど。（仙台市若林区・70 代専業主婦（夫）女性） 

 

接種したからと言って、すぐに元の生活に戻れるとは思っていないが、ワクチン接種が一番

の近道なんだと思う。現在、県は全年代を対象にしているが、仙台市はまだ優先者が対象な

ので、結局、接種して良いのかどうなのかが分かりにくい。個人的にはこれまでの感染対策

で 2 年くらい罹患していないので、急いでワクチン接種しなくても良いのではと感じてい

る。（仙台市泉区・40 代公務員男性） 

 

最初に欧米で接種が始まった頃の日本政府の様子見という姿勢は、妥当だったと思う。しか

し、その後の対応が遅過ぎた。数だけは確保しておいて、安全性がある程度確認されたら、

すぐに始められるようにすべきだったと思う。ゼロリスクはない。（仙台市青葉区・40代会

社員男性） 

 

仙台市と宮城県で大規模接種会場の見解が異なるのは、如何かと思う。 

基礎疾患ある方々は病院できちんと接種できるようにしていただき、大規模接種会場は全

県民ということで良いと思う。（仙台市青葉区・40 代団体職員女性） 

 

知り合いにも会社で受けるように勧められている。強制にならないように徹底してほしい

です（仙台市泉区・50 代会社員女性） 

 

もっとスピーディーに（仙台市宮城野区・50 代会社員女性） 

 

個人病院に予約しても繋がらないため、集団接種を希望します。（栗原市・60代専業主婦（夫）

女性） 

 

電話予約､コールセンターに全く繋がらず極めて不愉快な思いをした。結局知り合いの個別

接種医院で２回終えた。県､仙台市はしっかり予約方式の実態分析と総括し今後の進め方を

住民に説明してほしい。この予約方式について住民アンケート行ってほしい。（仙台市泉区・

70代無職男性） 

 



もっと早く接種して欲しい、（宮城県涌谷町・50代無職男性） 

 

万が一の副反応の対処や責任は誰にあるかが明確でない。高校生の子ども、ワクチンが将来

的に安全かどうか分からないから接種したくないと言っている。（仙台市太白区・50 代パー

ト・アルバイト女性） 

 

私は反ワクチン主義者ではありません。 

インフルエンザワクチンは毎年接種しています。京都府伊根町等に抗議活動したことは断

固反対です。しかし今のワクチン万能論は危機感を覚えます。エッセンシャルワーカーや子

どもたち（保護者を含む）の中にも体調面等様々な理由で接種できない人々がいます。また

コロナワクチン反対者は非国民扱いや解雇させる｢ワクチンハラスメント｣が横行している

実態をテレビや新聞等でもっともっと報道するべきではないでしょうか。ワクチン反対は

全て陰謀論扱いして本当に問題ないのでしょうか。ワクチンにマイクロチップが埋め込ま

れているという主張は明らかにデマでしょう。しかし、かつての薬害エイズ問題や子宮頸が

んワクチンのような大問題になる可能性は本当にデマですか？少なくても｢分からない｣と

いうのが現実的な答えのはずです。なぜならば、世界規模での緊急承認されたワクチン接種

をしているデータ（せいぜい半年程度が最長のはずです。）はありません。誰もが 3年、10

年後のコロナワクチン接種者の状況は証明できない以上、もっともっと慎重に進めていく

べきです。 

最低限、承認まで 3～4年程度かけてしっかりとした科学的知見が得られた状況でないと｢安

全なワクチン｣と云える根拠は皆無です。 

ワクチン接種さえすれば、コロナ禍が終息するという大本営報道は結局 ｢3.11｣から日本人

は何一つ学べていないとしか言えません。是非とも地方紙のネットワークを活かし、全国規

模での｢ワクチンハラスメント｣アンケート取材を強く強くご期待致します。（京都府南丹

市・30代介護職員（社会福祉協議会職員）男性） 

 

できればワクチン接種義務化してほしいです。 

(まあ、事情のある人は除きですが) 

理由は、インフルエンザと違ってまだ特効薬がないし、こんな治療をすれば治る。という道

筋がないからです。 

接種後は、家でおとなしくしていようと思います（宮城県柴田町・40 代パート・アルバイ

ト女性） 

 

こんなにも 短い期間で 画期的なワクチンが開発されたことは とても素晴らしいことだ

と思います。 しかし 治験の時間は短く 私には 世界的規模な 人体実験(言い方に品がな

くすいません)にしか 思えないです。 これから 新たに 変異株が増えていくとなれば 果



てしないワクチン開発も必要となりますよね‥…。マスクを外す日がくるのは いつの日や

ら‥…😢。（富谷市・40代パート・アルバイト女性） 

 

予約の取り方をスムーズにしてほしい。 

実際に行っている所もありますが、自分で予約を取るのではなく、希望調査を市区町村で行

った結果で、逆に日程を指定してくれた方がスムーズだったのではと思います。 

指定された日にちで都合の悪い人だけ、役所に連絡して、日程を変更してもらった方がいい

のではないかと思いました。（名取市・50代パート・アルバイト女性） 

 

国力挙げてワクチン接種ならば、登米市のごとく、強制的に接種日決めるべき。 

どうしても都合つかない人と接種拒否の人だけ日程変更受付を受けつけるべきだった。 

高齢者でひとり住まい、支援が必要な人には行政委員、民生委員他自治体に協力願う。 

予約電話殺到でつながらない？システムダウン？不具合？今更の問題続出。 

慌てて市窓口で受付開始サポート 

行政トップが頭でっかち、平和な温室育ちのボンボン、臨機応変できない？（石巻市・70 代

農業男性） 

 

村井知事が接種前にドヤ顔で進んでるような会見があったが 

かなり遅れている事をまず、県民に説明する事が大切！ 

それと、会見で県民に対して上から目線で強い口調で自粛を求めている事が有った！ 

違うでしょう！みんな生活の為に動いている事を把握して、補償を先にしてから、お願いす

る事が大事！ 

あれから、3.11 の 10 周年に際して当然感染が広がる事が分かっていたのに！ＧoTo も支援

しながら、感染が広がり上から目線の発言！ 

もう 2 ヶ月！感染は収まり 

知事は自分の功績とするだろうと思う！納税者で有る県民がひたすら感染に向かって動い

た事を多分言わないだろう！ 

本当に県民の財産・生命を守ったのか？（仙台市泉区・70 代無職男性） 

 

他市町村の接種状況と比較して焦ったりせず、安全な環境を保って接種を進めてほしい。接

種後も社会の感染状況をみながらの生活になる。（茨城県東海村・50 代公務員男性） 

 

スケジュールを明確にして（角田市・50代会社員男性） 

 

国民に直接関わる地方自治体職員の方々にまずは感謝します。しかし、地方自治体でも職階

が上になる程、カレイ(魚のカレイ、下隷、家令)です。上位にいる公務員が公僕である範を



示さねば。一日の接種 100 万の総理発言に合わせようと予約数の競争をさせるからワクチ

ンか不足、混乱しているのでは。森友と構図は全く同じ。ワクチンに戻れば、2回接種が終

わったと言っても２週間は感染圏内とか。今まで同様、三密避け、脳トレ、筋トレ、関トレ

(スマホ、家電、新聞、テレビで人の活躍を知る人との関わりトレ)をします。（仙台市青葉

区・70代無職） 

 

オリンピックのために接種を急いでいるとしか思えない。政府の危機管理能力に疑問あり。

もっと早い段階でワクチン接種を進めていれば今のような混乱は起きなかっただろう。（仙

台市太白区・70代パート・アルバイト男性） 

 

政府は、コロナワクチンの輸入総数をしっかり把握して欲しい。 

場当たり的に職域接種を募集して、『申し込みが、多くてワクチン無くなりました。受付終

了』って、バカじゃないかと思う。ワクチン接種で苦労するのは、現場で働いている人なん

だよ。（名取市・50 代会社員男性）" 

 

接種後は副反応がひどく、1日中寝ていました。いつでも休みやすいような環境作りが必要

かと思います。（仙台市青葉区・30 代会社員女性） 

 

2 回目の摂取後の副作用が酷い割合が多いらしいので、2 回目摂取後経過観察で１日は休む

様通達してもらいたい。（名取市・50代会社員女性） 

 

国は選挙対策のためにワクチンを利用しないでほしい。行き当たりばったりな配付はやめ

てほしい。自治体まかせにせず、国の責任でしっかり計画、配付してほしい。希望者は全て

早く接種できるようワクチンを手配してほしい。マイナスの副反応も全て明らかにした上

で、それでも接種のメリットはこうだと、通りいっぺんの言い方でなく説明してほしい。高

齢者はもちろん、全ての人にネット環境があるわけではないので、予約に不公平感のないよ

うにしてほしい。といろいろ希望はあるものの、今の政権にそんな力も気持ちもないでしょ

う。現時点でワクチンしか有効なものがないならとにかく早く行き渡ってほしいのですが

…（愛知県知多市・50 代専業主婦（夫）女性） 

 

仕事をしていると人と接触する機会が多いにもかかわらず予約を取る時間がなくて不公平

感がある。職域接種も営業所や支店レベルだと恩恵を受けにくい。（仙台市宮城野区・40 代

会社員女性） 

 

何もかも遅く後手後手になっている。ワクチンの有効期間を考えれば一回りしない前に初

期に接種された方が２回目の必要が発生するのでは？その方々は医療関係者であろうから



また優先され結局一般市民は永遠に接種できない？（仙台市太白区・50 代会社員男性） 

 

海外留学を予定している学生に対し、なるべく早く接種できるような配慮がない。文部科学

省が示したやり方では手続きが煩雑で時間がかかる。出発日が近づいている学生が困って

いる。簡単に予約できるようにして欲しい。（仙台市青葉区・50 代パート・アルバイト女性） 

 

私の職場でも接種した翌日は、副反応が出た人が８割にものぼる。接種翌日は、休みを取っ

た方が良いですよ。また、家族同時に同日接種するのではなく、日をずらして接種した方が

良い。数年後に副反応が現れた際、必ず保障して欲しい‼️（仙台市宮城野区・50 代公務員

男性） 

 

大崎市の 70歳の叔父が、接種券が届いてすぐに、私がネットで予約してあげましたが… 

お盆近くでした。なのに、なぜ仙台大規模会場は、それ以外の年代も可能に…？（大崎市・

40代パート・アルバイト女性） 

 

働き盛り、交遊の多い方たちが早く接種出来ますように急いで欲しい❗️（仙台市宮城野区・

70代無職男性） 

 

国に対して 

在庫数や配給状況が、全く国民に知らされていない。一部の市町村では予約停止や、職域接

種も申請が終了となった。ワクチンの在庫があるうちにと焦り、行列したり、電話をかけま

くるしかない。何ら計画性も無く、自治体任せにしている。首相の「いずれにしても」「～

思う」のセリフには、根拠も数字も入っていない。精神論だけで乗り越えさせ、感染するの

は個人のせいで、国は責任を取らないつもりなのか。（仙台市若林区・60 代無職女性） 

 

誰もが早く接種したい気持ちと思いますが、公務員‥特に警察消防の方々や、実務で人と接

触の可能性が高い方達にこそ、早く接種してあげて欲しい。（宮城県加美町・50 代農業自営

男性） 

 

恐ろしく分配が下手。結局のところ集団免疫が得られればそれで良いとでも言うような数

しか確保してしないことが明確になった。 

接種を広く押し進めようとしている中、あまりにもお粗末。（宮城県亘理町・20 代会社員女

性） 

 

７月の二回目接種受けてから、外孫に会いに出掛ける予定している。（仙台市泉区・70代無

職男性） 



 

曖昧で不確かな情報発信や国政、県政、市政とも責任の擦り合いで連携を持たず、各所の長

たるものの力量の無さから、国民はどのようにコロナと向き合い対策対処をしたら良いの

か分からず心身ともに不安定。 

緊急事態にも冷静かつ慎重に事を進め、このコロナ禍を打破していける、政治家に備わる嘘

や偽り不誠実さを持ち合わせていない臨機応変な長が今すぐに出現してほしい。（仙台市太

白区・40 代専業主婦（夫）） 

 

県と仙台市の連携を密接にして欲しい。大規模接種における対象者の取り組み方針が違う。

（仙台市泉区・70 代無職男性） 

 

抗体は１年くらいは持続するの？ 

インフルエンザ予防ワクチンはまた別に接種すべき？（仙台市宮城野区・50 代パート・ア

ルバイト女性）" 

 

ワクチン接種の副作用について疑問に思っている、反応が強く出やすい人とか、情報が少な

い（宮城県丸森町・60 代公務員男性） 

 

登米市での、接種 2 回終わりました、コロナ感染が収束につながる事を祈っております 

ただ、コロナ禍である事には、変わりなく、今後の全ての状況が好転に行くかは、疑問に思

っています飲食店経営をしていますが、今年の 12月が大きな山場と感じます（登米市・70

代飲食業男性） 

 

区市町村に接種券の発行の遅れと言うか、余りにも遅くて格差があり過ぎる。住んでいる石

巻市は特に遅い。トップの考えで動くものだけど、市の職員の怠慢さだと思います。怒りを

感じます💢（石巻市・60 代パート・アルバイト男性） 

 

重大な副反応について、ちゃんと補償をしてほしい。因果関係わからないとか言うのは不安

をあおるだけ。（仙台市宮城野区・40代専業主婦（夫）女性） 

 

接種が 2 回終わったとしても、しっかり感染対策することが大切だと思います（宮城県大

河原町・20代会社員女性） 

 

積極的な情報の発信による、流布されているデマ情報の払拭（仙台市青葉区・20 代学生女

性） 

 



どうして日本はワクチン接種がこんなに遅くなったのか？納得できません。政府の危機管

理のなさです。（仙台市太白区・70 代無職男性） 

 

鎮痛剤等の薬の処方があれば良いと思います。（仙台市泉区・60 代自営業男性） 

 

特別ない（仙台市若林区・70 代年金生活男性） 

 

地元での接種の他に、仙台市の大規模会場での接種も選択肢に入れている。しかし、住んで

いる自治体(白石市、自治体名は掲載しないようお願いしたい)から接種券が現時点(7/2)で

届いていない。接種はあくまで個人の自由なのだから、すべての対象者に接種券を早く送付

すべきだと考える。（白石市・30代パート・アルバイト男性） 

 

他市町より遅い（白石市・80 代以上無職男性） 

 

飲食店にいろいろ要請しているが、何が効果的だったかを検証してほしい。時短要請よりは、

定員を減らす方が私の感覚では有効なきがする。少人数でも感染したなら、時短に意味はな

いはず。（塩釜市・50 代会社員男性） 

 

日本国内すみずみのワクチン接種より東京都内からやつたらどうかオリンピックもはじま

るし（仙台市宮城野区・70 代自営業者男性） 

 

県民であれば、県内のどこでも、いつでも接種できるシステムを構築し利便性を‼️ 

高齢世帯等、社会的弱者への対応を決め細かくして欲しい！（大崎市・60代農業男性） 

 

ワクチン接種後も感染する可能性があるのでしばらくはこれまでと同じ自粛生活は必要だ

と思う。（仙台市青葉区・50代専業主婦（夫）女性） 

 

チケット会社などを通じてスマホ対応などでも選択制にしてもらいたい。（仙台市青葉区・

40代会社員女性） 

 

不妊や身体に障害が発生するとの断定的なデマは悪質ですが、しかし、新しいものに対して

不安を覚えるのも正直無理はないです。事実、副反応による死亡・障害リスクはゼロではな

いですし、接種後に不調という人も自分の周りにいたので、ワクチンが 100%安心といった

ら嘘になります。いくら安全性説明を受けても、具合が悪くなる人もいれば、そうならない

人もいるわけで、結局その人次第です。そういうわけで今年は、一か八か(やってみないと

わからない)接種かなと考えています。（仙台市宮城野区・20 代学生男性） 



 

私の住む自治体は、高齢者から地区別の接種で、順調に進んでいます。地区別ですので、当

然早い地区、私のように 2 回済んだ人、まだ 1 回目の案内の来ない地区 などがあり、遅

い地区の人は文句を言っていますが、どうしても、早い 遅いは出てくるので 我慢してい

ただくしか無いでしょう。ワクチンは確保できているようですから。（宮城県南三陸町・70

代農業男性） 

 

65 歳以上で１回目予約が 6/28 でかなり遅め 64 歳～の知り合いが同じ日に接種していてな

んかズルくない？と思いました。同じ個人病院でした。何故？こちらはやっと接種したのに。

ルールが変です。大規模接種なら早く接種できても不思議じゃないけど。（仙台市宮城野区・

60代パート・アルバイト女性） 

 

早めにワクチン接種をすることができた。 

若い方にも、接種してもらいたい（白石市・20 代パート・アルバイト男性） 

 

接種実績を増やす為に、接種順番を無視して始めのルールを反古して大規模接種に力をい

れていますが、その余裕があるなら、もっと個別接種のスピードをあげてほしい。5月連休

に予約した、高齢者がまだ 1回目も受けられてない。基礎疾患あるから、個別接種なのに、

感染制御したいのに。無駄に多くの人にするより、公共交通機関の人、ボランティア参加の

人、教師や看護士、警察官、などもっと接種の必要な人から順番にするべきだとみなが言っ

ているのに、この先、いつ接種できるか？免疫できて接種後、以前の生活に戻ることはでき

るのか？おそらく、ますます貧富の差が広がり子や孫に借金だけ残る世の中になると思う。

震災からの自民党の悪政にうんざりです。コロナやオリンピックの陰で税金を食い物にし

て未来に希望が持てません。庶民の痛みを感じられる政治を望みます。（白石市・50 代パー

ト・アルバイト女性） 

 

何もしなくても 99%以上の人が生死になど決してかかわるようなことは無い感染症に対し

て、なぜ今回に限ってこのようなバカ騒ぎをするのか。ましてや治験も済んでない新規薬を、

ただの一人の死者も出ていない若者世代に投与するなど、人倫に反する野蛮行為である。後

世の評価に耐えるかどうかなどという呑気な話ではないが、マスコミのワクチンもどき礼

賛という思考停止も、必ずや後日断罪されることになります。（岩沼市・50代開業獣医師男

性） 

 

本当に安全なワクチンなのでしょうか。不安な人がいっぱいいますが、安全性が浸透してな

いように思います。（仙台市太白区・70 代専業主婦（夫）女性） 

 



一日も早く、インフルエンザのワクチンのように、誰もが自由にワクチンを受けられるよう

な体制を作って欲しい。（登米市・60代非常勤講師男性） 

 

無料接種実施期間を長くして欲しい。（宮城県利府町・40代会社員男性） 

 

非常に遅い。混乱の極みが国民を更に不安を煽っている様な気がする。国とはこんなものか

と落胆している。もう２年近くです。（宮城県亘理町・60代飲食店経営男性） 

 

接種後どれだけ時が経ってもマスクを外す生活が想像できない。 

マスクが身体の一部になって久しいので今さらマスクをしない生活が恥ずかしくなってき

た。（仙台市宮城野区・40 代会社員女性） 

 

ワクチン接種があっても不安でしかない。（宮城県川崎町・50代公務員女性） 

 

スピード重視でいいと思います。（多賀城市・50代会社員男性） 

 

仙台市のワクチン接種の段取りは最低だったと思う。当初、国のワクチン調達や配布の見通

しが立たなかったことは事実だが、接種時期を明確にしないまま発送した場合の混乱は容

易に想像できたにもかかわらず、自分たちの事務作業を優先した挙句、そのフォローのため

の税金を使って各種媒体で CM を毎日垂れ流したのは愚の骨頂。その後、市長が 7 月末ま

での高齢者接種完了のために担当者がねじり鉢巻で検討していると会見で発言したのにも

あきれた。検討しないまま、場当たり的に発送したことを自ら公言したようなもの。 

政令指定都市の市長、職員として市民の安全、安心のために自主的、積極的に仕事をして欲

しい。 

自分は 7月 11日に一回目、8 月 1日に二回目の接種を受ける予定だが抗体が効果を発現す

るタイミングから今年もお盆の墓参りの帰省は見送るつもり。 

ワクチン接種＝オールOKとはならないことを忘れずに行動しようと思う。（仙台市青葉区・

60代団体役員男性） 

 

注射をして、亡くなっている方もいるので、行政もその辺りが苦慮されていると思うのです

が。疑問点は注射は義務でないので、受けない、どうしても受けられない方もおられるので。

アナフィラキシーに当てはまらない、注射等の開発が必要では？接種後は自由に旅行など

をしたい。（大崎市・70代専業主婦（夫）女性） 

 

接種後に、突然死亡したなどの情報を見聞きすると接種が不安になる。割合的にはごく稀だ

としても、そういう事実がある以上、心配。副作用で死亡と言うのは、結局これまで一度も



認めていないのでは？どういう状況だと副作用での死亡になるんだろう？  マスコミな

どでも言っているが、接種は任意なんだろうけど、もはや、社会で生活する上で、接種しな

いと認められないような世の中の雰囲気。  未成年の女性が接種しても、妊娠出産に影響

がないのか心配。（宮城県村田町・40代会社員男性） 

 

大規模会場で行いましたが、ガイドの方々の連携がなっておらず、右往左往したことが、コ

ロナ感染にでも繋がっていれば恐ろしく感じた。（名取市・30 代パート・アルバイト女性） 

"今日の河北新報によると、7月 19日の週から個別接種のワクチンが減るということ。 

危惧していたことが起こった。母は、薬も服用しているし、足も悪いし、一人暮らしなので、

町内にあるかかりつけ医師の個別接種を始めから予約して、2ヵ月待つことにした。友達や

周りの元気な人たちは集団接種したが、それでも、待っていたのに。 

接種した人の数を増やしているが、県内でも若い人まで 100%接種の終了した場所や、我先

に自治体でワクチンの取り合いしているが、集団接種を始めるより、きちんとルールのまま

にスムーズに。また、人に頼れない一人暮らしや疾患のある高齢者や弱者をうしろから、追

い抜き、置き去りにしていくやり方は、我が国の暗い将来を如実にあらわしていると思う。 

子供のころに習わなかったのか？ 

子供しかるな、みな来た道じゃ。年寄り嫌うな、皆行く道じゃ。みんないずれは年寄りにな

るのに。宮城県は接種率も低いが、新規をストップして、予約者のワクチンは確保しておく

のが、最低限の役目ではないだろうか？ 

実際今日も毎日、県内では、65 歳以下のコロナ接種券の発送もしていて新規予約を受け付

けている町もある。そのファイザー社のワクチンは個別接種の分ではないのでしょうか？

（白石市・50 代パート・アルバイト女性） 

 

ワクチン接種予定日を予約したにもかかわらず今になって市町村用のワクチンがたりなく

なった原因を知りたいです。（宮城県川崎町・50代公務員女性） 

 

マスクなど基本的な対策は引き続き行い感染予防を行って行くつもりですが、気持ちがら

くになりました。普通の生活に近付けて行きたいです。（仙台市青葉区・60 代会社員男性） 

 

"県の…接種が進んでいます…言うのは真っ赤な嘘！！ 

昨日のウェブ予約も全然…予約取れないし…☎も…回線減らしたもんだから、繋がる気配

なし！ 

昨日やっと繋がったら…「もう少し待たないと駄目です！」だって！ 

一体、どう言う体制でやっているのか？ 

黙って…前のように仙台市に任せていた方が進んだ気がします！ 

県民、市民はだまされないよ！！！（仙台市宮城野区・50 代公務員男性） 



 

"市のコールセンターは実情と見通ししっかり説明してくれるのに…県のコールセンターは

訳の分からないコメントだけ！後はすみません！すみません！だけ！ 

県民、仙台市民を馬鹿にしているのか？😡 

せめて…ホームページに謝罪と現状説明載せるか、県知事が会見するべきなのでは？（仙台

市宮城野区・50代公務員男性） 

 

全国の大規模接種会場もほとんど県が運営やっているが…優先接種を無視！やっている自

治体はない！クーポンが届いても予約通知が届くまで待ってもらっていますよ！ 

宮城県は、ほんとに恥ずかしい😓（仙台市宮城野区・50代公務員男性） 

 

潤沢にワクチンがあると国がいっていたが、急に間に合わないとはどういうことなのか  

菅総理は１日百万回接種すると公言していたのに（仙台市宮城野区・50 代会社員男性） 

 

ワクチンが足りなくなる可能性が出て来て、いつになったら接種出来るのかもわからない

状態で感染不安を感じる日々です。それなのに新聞やネットニュースではワクチン管理の

不手際で破棄しているなんて頭に来ます。疲労困憊している医療関係者のみなさんも大変

だと思いますがワクチン破棄なんて事は勘弁して欲しいです。５０代なので予約すら出来

ません。（仙台市泉区・50 代専業主婦（夫）女性） 

 

ワクチン接種が、これほど迅速かつ広域に進んだのは、国をはじめ、各自治体の皆さんのお

かげと考えています。自分は、職業柄、他の人よりも早く１回目の接種ができました。で、

ある以上、２回目を終えて２～３週間経ち、十分な抗体ができるまでは、絶対に感染するわ

けにはいかないと心得ています。（大崎市・40 代公務員男性） 

 

接種後の不調のための治療費の上限があるとありがたいです。（仙台市若林区・50 代パー

ト・アルバイト女性） 

 

人体実験だと告知することを説に願います。一人でも多くの方が、この謎な液体を体に打ち、

苦しんだり、死亡したりしませんように。また、正義感満載で打っている医師、看護師、バ

イトで接種会場に入っている人達が犯罪者となり、精神を侵されませんように。 

御用専門家ではなく、まともな専門家の話を聞いて、国民を守っていただきたい。 

とにかく、人体実験をしていることを明確に記した上で接種を任意にしてほしい。 

職域接種などもやめ、ましてや、子供達に接種など、狂気としか思えない。 

井上正康先生の著書、新型コロナが本当に怖くなくなる本 接種券など要らないので、これ

を全家庭に送ってほしいくらいです。 



早く止めなければ、みんながみんなで、殺人ごっこになりかねません。（仙台市宮城野区・

50代専業主婦（夫）） 

 


