
 

【感染】 

感染源である中国の文化を見直すべきだと思う。（30 代女性） 

 

買い溜めされた日用品が多種に渡り、⾧期的に入手出来なくて困っている。緊急対策費用の

使い道をもっと柔軟にした方が良いのではないか。自分が感染しているのか不安。（50 代男

性） 

 

感染の不安（60 代女性） 

 

現在営業職ですが、もし自身が感染していたとしても無症状では普通に外回りを行い、他の

方へ感染を拡大させてしまうかもしれません。自分のせいで感染し、重症になる方がいたと

して、その方が亡くなってしまってはと考えると外へ出たくありません。人殺しになりたく

ありません。（30 代男性） 

 

1 月下旬にガンの手術したばかりなので感染がとても怖いです。なので社会復帰(仕事復帰)

することも怖くなってしまいました。（40 代女性） 

 

感染症の問題も当然の事ながら日本経済が落ち込み出口の見えない今の状況が一番懸念す

る材料である。また緊急経済対策としての支援が不十分であり、もっと裾野を広げた支援を

するべきだと思う。（60 代男性） 

 

普段通りの生活ができない。感染が怖い。マイナンバーを使って国民全員に手当てするべ

き。低所得世帯にお金を配っても経済対策にはならないし不公平だ。（50 代男性） 

 

マスク等が普通に買えない。自分が知らないうちに感染者なっていないか不安(医療体制が

不十分のように感じる)現在の経済政策ではダメだと思う。消費税 0％や、国民一人一人に

30 万以上の現金給付などの対策をとるべき。（50 代男性） 

 

自粛生活しているが、どこから感染するか、もはやわからないので不安。先日胃腸炎で具合

が悪くなった時も不安だった。どうしようもないが先行き不透明なのが困る。（50 代女性） 

 

もし発熱して一旦休んだとして、解熱したら働いていいのか？軽い症状なら受診しないわ

けだから、コロナと診断されることもないので、人手不足の中そんなには休めない。ニュー

スでは解熱し職場復帰後に再び症状が出てコロナと分かり、院内感染となったケースもあ

り、怖い。自分が一番に感染発覚したら、犯罪者のように言われそうで怖い。検査も不十分



な物であるし、医療に負担をかけるから軽症者は受診もせず検査もしないというのは理解

できるが、そんなに休めるわけもないので、感染を広げてもいけないというのはなかなか矛

盾している。（40 代女性） 

 

愛知県にも緊急事態宣言を出してほしい。感染者が多いので、とても不安です。（30 代女性） 

 

感染が広がって来ているのに仕事を休むことが出来ない事。（40 代男性） 

 

感染拡大により仕事が減り、減給になったにも関わらず政府の一時金の対象ではないため

補助も受けれず困っています。（30 代女性） 

 

両親が介護施設にお世話になっていて、自分が無症状感染してないかなど心配です。家族構

成によっては、感染防止の為の検査が受けられるようにしてほしい。また、助成金対象につ

いても、医療費や介護費、障害者扶養を通常から多く負担している世帯に対しても、収入額

の減少に対し、負担額が変わらない為、生活が回らなくなっているので、支給対象としてほ

しい。（30 代女性） 

 

仕事で病院に出入りしており、普通の方より感染リスクが高いのですが、完全に自助努力に

とどまっており、不安な状況で仕事していること。またそれによって自分がもしかするとク

ラスターになっている可能性を否定できないこと（40 代男性） 

 

感染経路不明増加のなかでの自身の感染予防（50 代男性） 

 

自分や子どもが持病を抱えており、感染を非常に危惧しています。人それぞれコロナウィル

スの恐ろしさの感じ方に温度差がある事、医療現場が大変なこの状況なのに無防備な人が

いる恐ろしさを感じます。マスクの不足、特に医療現場の防具の不足など（60 代女性） 

 

感染しているかどうか検査出来ないこと。感染者すうの発表がしんじられない。政府にたい

する不信感。学童保育を閉園しないと会社を休めない嫁のこと。（70 代女性） 

 

北海道が鈴木知事が先んじて発令した緊急事態宣言で感染抑止が出来ていたが、首都圏か

ら帰郷や観光客が増えて第二波が来るんじゃないかと言う不安。マスク、消毒液が売ってい

ないので予防措置が取れない。（30 代男性） 

 

広島県感染者情報が少なすぎ本当に感染者家族濃厚接触者は陰性なのか、それでかたづけ

てよいのか今後どうしたらよいのか、はっきり行って欲しい一週間くらい、完全外出禁止、



等はできないのか、電気、ガス、水道以外、店も休みにする対応すべきではみんな一週間く

らいなら食料もあるはず（30 代女性） 

 

自分と家族の感染への恐怖（50 代男性） 

 

仕事で使う材料が入らない。何時どこで感染するか分からない事（50 代男性） 

 

自身が感染しているのか、そうでないのかがはっきり分からないことで困っている。不安解

消や自身で身の振り方を判断するために、マスクより自分で使える検査キットを配布して

欲しい。（50 代男性） 

 

若い人、特に中学生から大学生の行動が気になる。公園や河川敷に複数人で集まりマスクも

せず濃厚に接触している。この認識を変えなければ感染を食い止めることができない。保護

者への罰則などがあればいいのだが。（40 代女性） 

 

先日発熱した時、コロナの検査をしてもらえないことが不安だった。今は家族に陽性が出た

時家庭内隔離や、接触者に感染を防ぐマスクの不足が不安。（60 代女性） 

 

家族への感染 先行きの不透明感景気の減退（50 代男性） 

 

見えない敵だから、いつ感染してしまいか、怖い。出来る事はして、仕事もあるし、頑張る

しかない。（50 代男性） 

 

感染していても、わかりにくいので、周りの人に感染させるかと思うと不安だし最低限の買

い物が出来なる事にも不安です（70 代女性） 

 

感染とマスク食料危機（40 代女性） 

 

家族が感染しないか心配。世の中の景気先行き。いつまで続くのかな。行動が制限されてい

る。国民が自暴自棄にならないように。風評被害とかデマが抑えられるように。（50 代男性） 

 

自分の勤めている会社は外出自粛要請が出たことで休んでいるが、近隣の同業他社は通常

通り営業しており、万が一他社から感染者が出た場合に業界自体からお客様が離れないか

心配している。どの業種は休業してほしいなど、外出自粛に対し、具体的なものがあればよ

いように感じた。（30 代男性） 

 



子供がこの 4 月より幼稚園年少です。予防、治療薬等なく、感染力も強いウイルスですが、

入園式延期や休園等を行う対策が不十分だと強く感じます。これからの未来を背負う子供

達に対し責任感を持って、今の大人は考え行動してほしいです。（30 代女性） 

 

外出の自粛はずっとしているが、子供たちの行動の制限をさせているので窮屈だ。いつにな

ったら落ち着くのか？自分たちは外出の自粛をしているのに、自粛をしていない危機感の

ない人達がいる限り感染の拡大は収まらないのではないのか？人によって捉え方が違うの

で、もっと強制力のある法律が必要だと思う。（40 代女性） 

 

感染確認地域の為、行動自粛しなければと自制している事。（60 代男性） 

 

・花粉症なのにマスク不足な事。・中国人みたいに、トイレットペーパー等の爆買い。・コロ

ナ感染者の情報をもっと知らせてほしい。・安倍総理は、もっと早く指揮をとって欲しい。・

30 万円の給付ですが、もっと具体的に申告方法等の説明が欲しいです。困ってることだけ

てなく、色々買いました。（40 代女性） 

 

自粛要請に従わない人達がいるので感染が広まるのではないかという不安がある。今まで

クラスターが起きていない業種・学校は休業・休校要請をしなくてもよい大丈夫という政府

の考えが怖い。そんなことはわからない。頑張って医療を支えている人達を補助しないと医

療が成り立たないので、しっかり手当てなどを出してあげて欲しい。ボランティア精神だけ

では成り立たない。（40 代女性） 

 

外出や集まりなど人との接触を控えればコロナウィルスに感染しにくいのは分かるが、コ

ロナウィルス自体は時間が経つと死滅するのか？死滅しないとしたら全員が罹患して抗体

を持つことしか対処がないのか？いつまで続くのか分からない事が不安です。（60 代男性） 

 

感染拡大何らかの影響で仕事が減っている事（50 代男性） 

 

親が高齢なのでコロナに感染した場合の事が怖いです（40 代男性） 

 

感染経路が分からない人がいる限りどこで感染するか分からないので仕事に行き、自分が

感染し、家族、社内の方々に迷惑を掛ける事になると思うと行くのを躊躇してしまい、子供

達も感染したらと考えると気が気でないので、措置をとるなら考慮、会議、議論をして欲し

い。（30 代男性） 

 

子どもの教育、親への感染防止の対策（40 代女性） 



 

感染が、怖くてマスクがはずせない（50 代男性） 

 

感染予防の対策については日々報じられているが、万が一感染した場合の行動パターンが

想像出来ず、不安になる。まず、感染疑いで検査や診察に行く場合、公共交通機関の使用は

控えるべきだろうが、自家用車等がない場合はどうするのか。また、核家族で幼い子供を持

つ両親がコロナにかかり入院や隔離が必要となった場合、濃厚接触者であろう子供達の面

倒を誰がみるのか。遠方から高齢の祖父母を呼んで命懸けで子守りをしてもらうのか。ま

た、幼い子供が入院した場合、親はしばらく子供と面会出来なくなるのか。（30 代女性） 

外出ができない高齢の親にいつ感染させるか心配（40 代女性） 

 

5 月に出産予定で感染予防に必要なマスクが手に入らないこと。生まれてくる子どもにうつ

らないか一番不安。（30 代女性） 

 

友人がコロナの感染拡大による経営悪化を理由に解雇されそうだが、もともと経営は良い

状態ではなく、そもそもあまりいい会社ではないようだ。少数ではあるがこのようなコロナ

による便乗解雇を行う悪質な会社を見逃して欲しくないと思う。（20 代女性） 

大学病院外来診療予約がどうなるか？院内感染を出していて電車で都内まで行く事が不安

です。（70 代女性） 

 

医療に携わってます。医療現場でマスク不足が深刻で、マスクの使い回しが日常的に行われ

てますが、1 度利用したマスクや手袋は患者様にとっても我々にとっても感染源となりま

す。経済対策も必要なのはわかりますが、感染を予防し、収束させるには医療現場の崩壊を

させないことは絶対ではないかと思うので、その辺りを考えて欲しいです（30 代女性） 

 

早く特効薬の開発してほしい、感染が恐ろしい。（50 代男性） 

 

休業補償と家賃感染して自宅待機が、できない（40 代男性） 

 

１歳の子どもがおり、コロナウイルスの感染が怖いため、自主的に保育園を休ませていま

す。それでも保育料が取られるので、みてくれてる両親にお金を回せません。（30 代女性） 

 

会社の売上減少により、時短勤務となり、いつ減給されてもおかしくない。完全テレワーク

は難しい職種のため、緊急事態宣言後も週 2 回ほど、電車通勤が必要なことも感染のリス

クがあり不安。私どもの家庭は 30 万円支給は対象にならなので、その面も不安で仕方ない。

（50 代女性） 



 

大人の規制を中途半端にせず、もっと厳しくしないと感染拡大は防ぐのは難しいと思うの

で、短い期間で成果をだせる方法をとってもらわないと、いつまでも出歩けない。（40 代男

性） 

 

コロナウイルスの検査は高熱が続いていたり、病院に行って医師の判断によって検査がで

きるかどうか決まる為、自分の意思では検査できないのが納得がいかないです。熱がなくて

もコロナウイルスに感染している人は東京 100 人どころではなくもっともっといると思う。

ただ調べていないだけだと思う。（30 代女性） 

 

医療崩壊を防ぐ意味では宣言は必要だと支持できるが、感染拡大を防ぐためには不十分だ

と考える景気対策と給料保証は別の課題（40 代男性） 

 

開業届を出していないフリーランスにも助成金が給付されるのか、扶養は外れているが実

家に住んでいて給与所得が減った者も１世帯 30 万の給付金でくくられてしまうのか説明が

不十分。そもそも 1 ヶ月と 2 週間後に感染者が減ったとしても 1 ヶ月で緊急事態宣言を解

除したら同じ事、完全に無くすには抗体薬ができないと無理だと思う。需要と供給の仕事内

以外の外出自粛にもっと効力を持たせないと守らない者も多数でるのが現状。そこから感

染がまた始まるからまず要請じゃなく罰則を設けるべき。（30 代男性） 

 

ストレスを感じやすく、気分が落ち込みがちです。今後の生活がどうなるか不安で、家族や

まわりのかたがたが、感染しないか、自分が、感染源にならないか、気になります。（60 代

女性） 

 

宣言の出ていない居住地域にて感染拡大を察知した場合、どのタイミングから出勤の見合

わせなど、非常の判断を決断したら良いか分からない。（40 代男性） 

 

諸外国との感染対応の差で、今後日本人が潜在的キャリアとみなされ、孤立しないかどう

か。（20 代男性） 

 

感染者がどのようなルートで行動しているか明らかでないこと。海外からの帰国者、渡航

者、ダイヤモンド・プリンセス号下船者のトレースを徹底しなかったから、そもそも無菌の

我々を苦しめ数 100 兆円の損失を生み出した。現在も感染者及びその疑いがある人の行動

には特別な規制はかかっていない。1 ヶ月では収まらないと回答したのはそういう理由から

だ（70 代男性） 

 



子供（幼児）が運動不足になり、成⾧が妨げられること。年齢別、地域別の感染者数、感染

中患者数、重症患者数、死亡者数など、適切な情報開示がないこと。（30 代男性） 

 

政府の補償が分かりにくい且つ不十分なせいで、引き続き営業を続けざるを得ない自営業

の友人や、オフィスに通勤せざるを得ない友人たちの感染が心配。地方自治体においても、

首都圏だけでも足並みを揃えて対策対応指針を示して欲しい。（20 代女性） 

 

ぜんぶ閉めないと意味ないのでは？ヨーロッパのように毎日の通勤電車は満員、変わりな

いですよ。そこでの感染のリスクは考えないのでしょうか。ライブハウスやフェスは密集す

るからダメと言っているのに、密集する電車は良しとしている意味がわかりません。（20 代

女性） 

 

子供が出張で東京にでかけたこと コロナに感染しないか心配です（60 代女性） 

 

今月から幼稚園に入園する 3 歳の子供がいるが、現時点で北海道が休校休園措置をとって

いないので、これから感染が拡大するのではないかと不安です。（30 代女性） 

 

家族、会社関係等、市内に感染者もいなく週末の外出を控えるくらいで大きな生活の変化は

ないが、マスクが手に入らない現状に物流がどうなっているのか気になっている。また、北

海道は 2 月末から学校が休校になっていたこともあり、今までよりお昼ご飯等食費がかか

ってしまった。『収入が減ってないからいいだろう』ではなくそう言う家庭にも支援をして

もらえるとありがたい。（40 代男性） 

 

感染の有無が分からず社会的不安が増大している。（40 代男性） 

 

会社経営陣の為、社内感染による工場停止の恐怖、その後の経営状況、政府による企業に対

して今後のサポートがこれまで通りの遅い対応速度で遅れる懸念。（30 代男性） 

 

外出自粛が続き、子供たちを色んなところに連れて行ってあげることが出来ない。感染を恐

れて、せっかく近くに住んでいる祖父母にも会いに行くのが躊躇われる。（30 代女性） 

 

公共交通機関での通勤時感染の恐れ！子供達の学校再開（50 代男性） 

 

感染していないか不安になる（40 代男性） 

 

先行き不安である。収入のことや、雇用不安。百貨店につとめているが、メーカーからの派



遣の従業員が多い。ほとんどが、契約社員だったり、日給月給のスタッフだ。人件費削減や、

ブランド撤退など。また、何もかも、来店促進のイベントやフェア等もなくなり、これから

先、売り上げをとるかなど不安だらけである。また、人と接する仕事なので、自分にも感染

リスクが高く不安でたまらない。（50 代女性） 

 

マスクや消毒液の供給が不十分なこと。コロナ疎開してくる人達からの感染拡大の懸念。

（30 代女性） 

 

うちは車がなく運転できる人がいないので、もしコロナの症状がでたら移動手段がありま

せん。公共交通機関を使うと感染がひろがりそうなので。母が老健にいて面会ができませ

ん。認知症なので悪化しないか今度会ったら私の事を覚えるか不安です。とにかくマスクが

手に入りません！（50 代女性） 

 

スーパー等、外出制限されていない場所に沢山の人が集まり、店内も狭く人との距離が近い

ため感染可能性が高い。この点について、対策、改善すべきである。（20 代男性） 

 

いろいろなイベントが、殆ど中止、延期になっていること…経済が、停滞してしまっている

こと…いつか感染していまうのかと、不安になること…（60 代男性） 

 

日々感染しないか不安です。影響が大きいので。（50 代男性） 

 

疎開による感染およびスーパーなどでの買い占めのエリア拡大。（50 代男性） 

 

休校による自宅学習、学力の維持、食料確保の不安、出勤し続けないといけない主人の感染

リスク（40 代女性） 

 

障害福祉関係者です。マスクや手指消毒液が不足して困っています。厚労省からはガーゼマ

スクが送られてきましたが、一人一枚で洗い替えがないことや、そもそも感染予防に効果が

ないことから危惧しています。また、家庭のことでは夫が製造業勤務であることから、社会

経済の影響が遅れて表出（所得減少など）してくるものと思われます。その時に感染がある

一定終息していたら、補助が受けられず困窮してしまうのでは、と危惧しています。（40 代

女性） 

 

無症状の感染者がいることが恐ろしい。定期的に高齢の両親を病院に連れて行かないとい

けないが、感染しないかと心が休まらない。今非正規雇用で働いていて、自宅待機の状態で

あるが、⾧引くと解雇されないか心配である。（50 代女性） 



 

娘が 0 歳で感染させたくないが、仕事を休めない。自分が感染するより娘に移してしまわ

ないか心配している。（20 代男性） 

 

乳児を育てているが夫が自宅待機にならず毎日仕事に行って帰ってくるため、子供に感染

しないか心配。在宅ワークに切り替わってほしい。（20 代女性） 

 

困ってはいないが、自分が感染しないか不安である。（60 代男性） 

 

自分が感染しているか分からないから、家族にうつさないか不安に思う。いまだに平気で出

回ってる人がいて困る。（40 代男性） 

 

もっと早く  徹底的に対策をしていたらこんなに感染が広まることはなかったと思う早く

普通の生活にもどりたい（70 代女性） 

 

自分や家族がウイルスに感染しないで済ませられるかどうかわからない点（60 代男性） 

 

入院予定日間近で、院内感染の不安が大きいデス。（70 代男性） 

 

緊急事態宣言、自粛、そのせいで経済的にも大変なのはわかってるが出たからには徹底して

外出を禁止すべき。一歩も出るな！家にいろ！って言いたいです。個々の意識がなさすぎ。

自分だけの問題ではない。身勝手の行動が周りの大切な人の命を奪うことになるというこ

とをいい加減に理解してほしい。身勝手な人が警戒している人に感染させるこんな迷惑な

ことはない。処罰、罰金制にしてほしい。もっとことの重要性重く感じて欲しい。（40 代女

性） 

 

住んでいる地域の感染者はそれほど多くないが、感染者がどこに行って感染したとか、感染

者の行動した場所などの情報が全くないのが困る。性別や年齢の情報なんていらないので、

感染経路を毎回情報として出すべき。感染者が望まないなんて身勝手すぎる。自分はおろ

か、家族を守ることもできない。私の住んでいる所は釧路市だが、感染者の情報は毎回釧路

地方となっている。そのため、誤った情報が噂で拡がるため、市の情報はほとんど誰も関心

が無い。（40 代男性） 

 

意味のわからない政府の対策や、仕事に支障が出る事、家族に対する感染の不安など‥毎日

の生活がかかってるので、資金の援助はしてもらいたい。その分税金をたくさん日本は取っ

てるんだから。安倍も政府も、国民の生活が全くわかってない。国民によりそった、対策を



してほしい。とりあえず何かしらの対策は、やってます。みたいな大義名分を作ってマスク

とか、けちすぎる馬鹿みたいな現金給付の条件を出した。なんの解決策にもなってない。早

くやめろ安倍（20 代男性） 

 

通勤による電車内での感染（60 代男性） 

 

高齢で持病があり感染が心配で外出がストレス（70 代男性） 

 

仕事が一ヶ月間、休みになった事イベント、旅行などが中止になった事でも、感染防止の為

には、仕方ない事だと、思っています。全世界の人が、意識を持って、感染拡大を抑えて行

けたら、と思います。（60 代女性） 

 

自由に外出出来ない事。感染に対する諸対策。（50 代男性） 

 

就職活動について・マスク着用を求められるが、売っていないので用意ができないことがあ

ること・就職活動での対面式の選考の場合、選考では充分に防止策をされているが、電車移

動をしなければならず、その際の感染が怖いこと花粉症について・花粉症予防のためマスク

を着用したいが、売っていないこと（20 代女性） 

 

マスクなど入手出来ないなど感染予防策がとれない首相は真実を語らない印象が拭えず国

民が安心できる施策を望みます（60 代男性） 

 

東京から兵庫県に 1 人住まいの母の介護で頻繁に新幹線で行き来していますが、このまま

感染が拡大していくようなことがあればロックダウンもあり得るかと感じていて、介護に

帰れなくなるのではと非常に不安に感じています。（60 代女性） 

 

高齢の親の感染リスクと子どもの学習機会の減少（40 代男性） 

 

外出 して感染が怖い   （60 代女性） 

発令が遅かっことで感染が拡大し過ぎ、終息に余計な時間を要する事になった。この⾧期化

は、景気回復に影響し⾧期化する。（60 代男性） 

 

私自身看護師として病院で勤めている。コロナウイルスの感染のリスクが高いのにも関わ

らず国からの危険手当等を出さないのはどうかと思う。低所得者への支援は大いに賛成で

あるが、実際に危険な環境と隣り合わせで働いていることや、仕事を自粛したくても自粛す

ることができない職場環境である、医療職者への支援を考えていただきたい。この意見が無



下にならないことを祈ります。（20 代男性） 

 

生活維持に不要な業態も活動停止を促して下さい。結局、無能なユーザーの要望に応えなく

てはならない企業は感染症拡大の助⾧をしているだけです。外出したくなくても仕事があ

るため外出せざるを得ません。本当に何とかして下さい。都内勤務です。（20 代男性） 

 

感染しても無症状もいると言うので、近所の実家の介護にも行けず困っています。検査して

もらえれば安心して介護に行けます。（40 代女性） 

 

他の病気にかかってても、感染したら嫌なので病院には行けない事。（50 代答えない） 

 

旦那が 4 日以上発熱があり、コロナに感染しているかどうか保健センターに問い合わせた

が、検査してもらえないこと。（30 代女性） 

 

対応が遅くなり、感染拡大が広がっているこの現状。２月下旬から海外からの人の出入りを

厳しく制限をしていたら、ここまでの感染拡大にならなかった。（30 代男性） 

 

会社が持ちこたえられるか心配。感染の有無が早くわかる簡易検査を行なってほしい。（60

代男性） 

 

羅漢後の家族への感染、重症化しないかの恐れによる精神的ストレス早期ワクチン開発に

税金をさらに投入を希望（30 代男性） 

 

詳しい症状が分からないので、自分や家族がコロナに感染しているのか分からないのが困

っています。（40 代女性） 

 


