
＜その他＞ 

 

コロナは少し重症化リスクが高い程度の風邪。マスコミが過剰に報道しすぎ。伝染病指定す

るからこういうことになる。インフルエンザと比較しても死亡率が低い。重症者は入院治療

が必要だが、軽症者は自宅療養でいい。つまり、インフルエンザと同じ扱いでいい。（40 代

男性） 

 

野党、マスコミは桜の会や森友問題等々いつまでやってるの？もっとやらないといけない

ことがあるのに行動次第が馬鹿馬鹿しい（40 代男性） 

 

特になし（20 代男性） 

 

仕方がない（40 代男性） 

 

高知県のホームページに感染者情報が出ていますが、個人の特定になるのではないか？そ

れを元に新聞誌上に載せるのは、配慮した方が、いいのでは無いか？メディアは、差別はや

めようと盛んに言うが、一方では、個人情報が漏れ過ぎでは無いか？と感じる。もっと工夫

できないものだろか？（50 代男性） 

 

ウィルスの性質上、しょうがないこと。マスコミが煽り過ぎ。不安にさせないようにしてほ

しい。（50 代男性） 

 

不安を煽るだけの情報や報道が多すぎてうんざりする。政策や対策に対しての評価も感情

的になっているものが多く、信用できない。感染状況や政策の経済効果等について、定量的

なデータを解析した論理的な情報を期待している。（30 代男性） 

 

経済を優先すべきと考えています。コロナだけでなく、他の感染症などの例年比較もあわせ

て広く周知するとよいのでは？(新しい生活様式の効果がわかる)（30 代男性） 

 

なるべきしてなったと思う。（50 代男性） 

 

季節的に、身体を壊しやすい時期なので、風邪をひきやすく、以前より病院に行く方が増え

て、隠れコロナが表に出たために、人数が増えたのでは。また、検査が前よりも早くできる

ようになった、安くなったから、その分、人数が単純に増えたのではと思っている。重傷者

が増えたのは、高齢者が家で避難していたことに飽きて、わりと外に出て他の方との接触が



増えたのではと思う。または、高齢者と言われても、60 代、70 代の気持ちが若い方々は、

自分が高齢者で危ないという意識が薄いためで、外で食事して、マスクなしでおしゃべりし

ている姿をたくさん見かける。コロナの特徴をつかみ、緊急事態宣言を避けた、具体的な指

示、アドバイスをもう一息やってもらえたら、いいのではないか。（40 代女性） 

 

インフルエンザと同じ感覚（50 代男性） 

 

命が無ければ何もできない。経済を回す事も大切だけど、他にもっと大切な事があるはず。

がんばれ日本！（30 代女性） 

 

そろそろピークアウトすると思う。思ったより感染者が少ない感じ。第４波、第５波の方が

感染者が増加すると思う。（40 代男性） 

 

自分なりの予防対策をして感染してしまったら、それはやむを得ないと思います。（50 代男

性） 

 

なるようにしかならない（40 代男性） 

 

経済を止めない事が先決だと思います。後は医療従事者の負担軽減、コロナによる差別、偏

見。人の意識が変わらないと何も変わらない。（40 代男性） 

 

正確にわかっているわけではないが、日本の現状はロックダウンを必要とするものではな

いと考える。（50 代女性） 

 

来るべきして来たと思いますが、十分抑えれてると評価します。諸外国と比べれば一目瞭

然。東京都の発表は怪しいですが…（30 代男性） 

 

コロナの不安を煽り立てる報道が多いが昨年のインフルエンザの感染者数、死者数、またコ

ロナ流行してからのインフルエンザの感染者数、死者数のデータも公表するべきかと思う。

（50 代男性） 

 

来るべき時に来たなという感じです。（30 代男性） 

 

感染 3 波は、goto が無ければもっと抑えてられていたと感じますが、政府は経済を重視し

た結果なので、驚く事など無いと思います。「感染者は増えます」が、「経済対策も大事です」

とハッキリ言えば良いのにと思います。ワクチンでなく、早くインフルエンザに対するタミ



フルのような特効薬の開発にスピード感を持って力をを注いで欲しいです。（50 代男性） 

 

緊急事態宣言を出してほしいのが本音だが飲食店、営業や販売の売り上げがまたもや滞り

経済が回らなくなってしまう。コロナ離婚や DV などが増す家庭など、様々なことを考え

たらリモートなどの活動も無くしてほしい。夜のお店に行く上位職の方やクラブで飲む若

い方が結構コロナにかかってるのを周りで聞く。なので夜のお店を換気出来る場所にした

り人を入れすぎない体制などを強化したほうが良いと思う。（20 代女性） 

 

大袈裟だと思う。（50 代男性） 

 

騒ぎすぎ そもそも 8 月には東京で 600 人越えも予想よりゆっくり 人口比でみて致死率

は？ 馬鹿なのか 進化してるのか？ 新型ウィルスって呼び方好きではない。コビット

19 サーズ 2 正式な名前浸透しない   そもそも 税金の使い方も問題  宮内庁も要

らない 1 億４千万円で 救える命 たくさんあると思う！！（40 代男性） 

 

あまり騒がない方がよいと思う。第１波とか何も根拠がないと思う。（70 代男性） 

 

pcr 検査の陽性は感染してるとは言い切れない（70 代男性） 

 

必然の流れであり、想定内のこと。マスコミ、特にテレビは不安を煽り過ぎ。（40 代男性） 

 

感染者数だけで物事を論じるべきではない（50 代男性） 

 

第３波襲来すると思ってました。家族内感染が一番多い状況で GO-TO キャンペーンの影

響って関係あるのか、わかりません。（60 代女性） 

 

第３波は来ていると思うが、報道はもっと冷静に客観的な数値を含め報道すべき。感染者も

増えているのは事実だが検査数も大幅に増えているのも事実その様な割合も含めて片方の

数値だけでは誤った判断を招きかねない。感染死亡もさることながら、例年のインフルエン

ザ死亡はどうだったのか、自殺者はどうなのか全体で死亡者数を判断してみるのが重要。

（40 代男性） 

 

他国に比して中途半端(危機感が強まらない)まま、何となく乗り切ってしまうことで、他国

に比して様々な改革がなされないままの国に落伍することを懸念している。（40 代男性） 

 

特になし（70 代男性） 



 

指定感染症から外せばいいと思います。（20 代男性） 

 

この際なので、ある程度(自分も含む)弱い生命力を持たないものの淘汰になるので、必要な

災難なのでは、人口が増えすぎているので、自然が減らそうとしていると思う（50 代男性） 

 

PCR 検査をするより抗体検査をするべき（50 代男性） 

 

なるべしてなった（40 代男性） 

 

日本人はよくやってる（40 代男性） 

 

現状では、感染リスクはどこにでも存在しているため、一概に GoTo キャンペーンが悪手

であるとは言えない。気温の低下によって感染が拡大したのかもしれないし、通勤や通学、

買い物によって感染が拡大しているのかもしれない。とりあえず、「GoTo キャンペーンが

悪」ということで世論をまとめておけば、楽だと思う。（20 代男性） 

 

医師会はもっと早く医療者不足に対策をすべきだったが、政治批判だけで何もしていない。

更に言うと、goto トラベルの停止などを叫ぶ前に、地域医療の強化を図る為に、goto を使

った医療ボラティアを発足させるとか、国民を助ける活動をして欲しい。（60 代男性） 

 

今後も長らくコロナの波は続いていくのではないかと思います。第何波と定義づけするの

ではなく、引き続き警戒していくべきではないでしょうか。（20 代男性） 

 

予想された（50 代男性） 

 

別に何もない。（60 代男性） 

 

内閣はとても良い政策をしている。（20 代答えない） 

 

予想通り（30 代男性） 

 

経済と防疫は非常に両立が難しい。与野党一体となって取り組むべきである。野党はコロナ

以外の事で足を引っ張りすぎである。（40 代男性） 

 

インターネットの普及により、マスコミの情報操作が不完全になってきているが、間違った



情報を流すことは本質的な問題から目を逸らせるためだとしか思えない。「感染の第３波」

という恐怖を煽る言い方ではなく、正確な情報提供を望む。（50 代女性） 

 

騒ぎ過ぎ（50 代女性） 

 

来年のワクチンの普及によって、世界的な流行は収束にむかう。（60 代男性） 

 

今更。もう普通にした方が良い。死者が増えるだけ。（40 代女性） 

 

仕方のないこと（30 代男性） 

 

①欧米に比べ格段に少ない点、有難い②感染者の累計をあまり強調すべきでないのでは？

結構回復者も多いので、知らすべきは「現行、何名が感染してるか」ではないですか？それ

が多いなら心配する必要があるし、少なければ恐るるにたらす、と思います。③コロナを警

戒するあまり経済が成り立たなくなり自殺者や倒産件数が増えることの方が心配④感染者

が判明した際、濃厚接触者も調べられるが、インフルエンザもそうすべきでは？（60 代男

性） 

 

状況は予測可能だが、報道と民間の意識がそれに則していない。（40 代男性） 

 

政府の強制力が低い事、日本に差別的な人が極めて多い事を再認識しました。海外の人と共

に仕事をしていますが、日本人はなぜ何事にも自信があるのかよくわかりません。本来ある

べき謙虚でひたむきな日本人が少なくなった事に将来が不安です。私も日本人ですが、将来

は海外移住も視野に入れています。（30 代男性） 

 

ここまできたら、後は大多数の人が抗体を持つのを待つしか無い（40 代女性） 

 

ワクチンがまだ大衆的に普及されていないので感染拡大している状況は致し方ない感じで

す。今後、ワクチンがどれだけ普及していくかで先の 2～3 年に変化が出ると思います。個

人では今後もステイホームをして感染予防に努めたい。（20 代男性） 

 

集団感染に注意し、経済をこれ以上停滞させないよう過剰な自粛をせずにやっていくほう

がよい。（40 代女性） 

 

政府の姿勢に注文を付けたところで取れる対策には限度があり、尽きるところワクチン接

種で大勢に免疫ができるまで、感染者が多く発生する状態は収まらないのではないかと思



う。（30 代男性） 

 

感染拡大を正しく認識すべし（50 代男性） 

 

若者の会食、外出(旅行、デート)が気になる。（70 代男性） 

 

経済政策を優先すれば必ず第３派はくるだろうと思っていたので不思議ではない。早く全

国民にワクチンを接種できるように最大限の努力をお願いしたい。（40 代女性） 

 

いずれワクチン接種が可能となるので、今まで通りの感染対策で良いと思う。現在、家庭内

感染が一番多いので飲食店等の自粛要請は不要だと思う。（40 代男性） 

 

毎日毎日コロナ感染者の人数ばかり発表するが、検査した分母の人数がわからないし、不安

を煽るようなニュース、報道にうんざりします。（40 代女性） 

 

基本的に馬鹿が感染を広めている。どんな施策も馬鹿が台無しにする。（40 代男性） 

 

マスメディアの情報が間違っていたときに、大騒ぎをしたのと同じかそれ以上に修正をし

て欲しい（50 代男性） 

 

メディアが騒ぎすぎて気持ち悪い。（50 代男性） 

 

ワクチンさえ量産化できればどの業態も良い方向へ向くのではないのかと思います。（30 代

男性） 

 

あなたの隣にはコロナ感染者がいる（60 代男性） 

 

1 波、2 波を経て、マスクの着用や手指消毒がある程度習慣付いている中での第 3 波。しか

も過去最大の波。マスクや消毒が無意味とすら思える。（50 代男性） 

 

医療体制の圧迫が顕著に出ており、コロナウイルス自体の重篤性よりも医療体制が崩れる

ことに危機感がある。報道により患者数の増加が叫ばれるが、増えたことが本当の危機なの

ではなく、それに対応している内に通常の診療が制限されてしまうことに目を向けてもら

えるような報道をしてほしい。（30 代女性） 

 

予想していた事なので特に問題はない。（30 代男性） 



 

第 3 波で医療崩壊が大都市で発生、地方でも多くの施設でクラスターが発生する（60 代男

性） 

 

在宅ワークをもっと増やすべき（30 代男性） 

 

自業自得（40 代男性） 

 

もうすぐワクチンが出てくるのでじきに収まると思う（30 代男性） 

 

寒くなると増えるのは予想されていたこと。検査陽性者数ばかりが報道されて、本来感染者

としてカウントされるべき人数やその詳細がわからないのはあまり意味がないと思う。（60

代男性） 

 

あと半年程度でワクチンが接種できる見込みがあるなら、それまでは警戒を緩めない必要

がある（30 代男性） 

 

私の周りで 新型コロナに罹患した人が    いないのでピンとこない。（60 代男性） 

 

今は言えない。（50 代男性） 

 

船頭が多くて、我々は誰の意見を聞けばよいか分からない。（40 代男性） 

 

ワクチン頼みかなと思う（40 代男性） 

 

マスコミは事実だけ報道してほしい。キャスターの意見等はいらないです。（30 代男性） 

 

来るとは想定していたが、ここまで酷くなるのは想定外だった。GOTo キャンペーンもあ

ったせいか少し感覚が麻痺してきた感はある。（40 代男性） 

 

どんな病気でも、罹りたくないから自己管理する。その中で罹れば仕方ないと思う。コロナ

に引っ張られて何も出来ない世の中に不自然さしか感じない。（40 代男性） 

 

特に無し（40 代男性） 

 

世界各国の流行と同じ傾向。貴社のようにコロナを政治利用してはいけない。正確で公平な



報道を願う。（70 代男性） 

 

発生源である中国の不誠実な対応が大いに不満である。（60 代男性） 

 

予想通りと思う来ると予想していたし、第１・第２よりも大きくなると予想されていた。自

然な流れ。（40 代女性） 

 

第 1 波と異なりコロナウイルスへの恐怖感が薄れてきているように思うため、同じように

緊急事態宣言を出してもあまり効果がないのではないか（20 代女性） 

 

ない（50 代男性） 

 

自分はどちらを優先するのかなんとも言えないけど、メディアを見ていると医療と経済が

言い合うのが見てて辛い。とてもバランスを取る事が難しいけど全ての業界で、出来る事と

しなくていい事をそれぞれできたら、互いに助け合えると信じています。（30 代男性） 

 

マスクや消毒の実施を呼びかけることに加えて、ワクチン等を使ってなるべく重症患者が

出ないようにしてほしい（20 代女性） 

 

仕方ない（50 代女性） 

 

政府が定義していないので第 3 波とも思ってない。（30 代男性） 

 

現役世代の重症化が少ないから経済を犠牲にしない方が良い高齢者のために働き盛りが犠

牲になってはいけない（30 代男性） 

 

うまく言えないからパス（60 代女性） 

 

普通に今まで通り（50 代男性） 

 

ウイルスに、感染する事を恐れさせる報道ばかりがされています。このままでは経済が止ま

り、ますます不安定な状況が続いていくと思います。医療崩壊を無くし重症患者を守り、経

済活性化していって欲しいです。日本人は個人的にもう十分感染予防の努力をやっていま

す。報道機関は国内感染者の国別の数字、入国者の数字も公表すべきです。政府、報道機関

は、これからの日本をどのように思ってるのか不信感しかありません。（60 代女性） 

 



経済の動きを止めることなく収束させられれば一番と思います。（20 代男性） 

 

客商売全般頑張ってほしいです（40 代男性） 

 

一刻も早くワクチン接種を国民全員に接種出来る体制を第一に！与党と野党でつまらない

事に時間を使い過ぎるな！（30 代男性） 

 


