
＜①怒り・いら立ち＞ 

 

遅すぎる。強制力が弱い!（70 代男性） 

 

年末に緊急事態宣言を出せば良かったと思う。（20 代男性） 

 

遅すぎる。しっかり考えているように見えない。（40代男性） 

 

何事も対応が遅すぎる菅さん自分の意見はないのか？（60 代女性） 

 

あまりに遅く、中途半端で、島国なのだから早期対策を徹底していれば、今のような状態に

はならなかったと思う。コロナ感染は政府の対策ミスそのもので、最初から現在も呆れてい

る。（50 代女性） 

 

12初めに、緊急事態宣言を出してと声が多かった時に出すべき、1300 以上だから出すでは

無く、冬はおおくなるのは、分かっていた。GO toで全国的に遊んで良いんだ！となってか

らの宣言なので、一波の時のように、謹慎が進まないと思う。（60 代女性） 

 

全てが後手。間違ってもいいから先手の施策と強いメッセージを。未来に向けてなにが必要

なのか、判断が必要。（20 代男性） 

 

医師会が出している忠告を聞け（60代女性） 

 

首相のリーダシップがない。二階の操り人形だ。年寄ばっかりの凝り固まっ人は辞めて欲し

い。国会議員が緊張感がない。国民の模範となる行動を少しはして欲しい!（60 代男性） 

国会議員の事しか考えず、だらしない。（70 代男性） 

 

PCR 検査を国民を全員受けられる様に感染している場合の隔離や入院を徹底。医療従事者

や、コロナに支援作業の関係者賃金アップ。何しろ対応が何でも遅い。政府のやり方が失敗

してると、判明後速やかに国民に正直に伝え謝罪し、新たに、政策をして欲しい。嘘や誤魔

化しはもう安倍内閣で嫌だ。台湾のコロナ対策をもっと参考に考えてみたらどうか。（60代

女性） 

 

全てが後手に回っていることに疑問しかない（20代男性） 

 



責任感が全く感じられない。対応策が後手に回っている。都合の悪い事は隠し、身内の不祥

事は取り合わない！！（70 代女性） 

 

対応が後手（50代男性） 

 

無知、無責任からの責任逃れ（60 代男性） 

 

政治家が国民の見本となるような態度を示していない。給与など身を削る気持ちでやって

もらいたい。（60 代女性） 

 

飲食店に対し、罰則と補償がセット、従わないなら店名を公表ならば、このようなときにコ

ロナ受け入れを国民が納得できる理由なくいまだに拒否している病院の名前も公表しなけ

ればフェアではないと思うのだが。もはや職業差別にも等しい。メディアは何故、日本医師

会に対して批判をしないのか。強者におもねる姿勢がマスゴミという言葉を生んでいるの

ではないだろうか。責任を国民、とりわけ若年、若者層に帰するのは謹んでいただきたい。

一番割を食っているのは、これらの世代である。（30代男性） 

 

政府、地方自治体の連携をもっと早く行い緊急事態宣言等の対応等速やかにするべきだっ

たと思う。（40 代男性） 

 

対策が後手後手である。PCR 検査を増やすこと。又、病院や医療従事者にもっと手厚い財

源確保を求める。（70代男性） 

 

例年季節性インフルエンザが 10 月から流行するのに、GOTO トラベルを続けたこと、国

が考える感染経路である飲食店の営業時間制限に強制力を持たせなったこと、保健所に応

じない場合に罰則を設けなかったこと（罰金刑）、など。（40 代男性） 

 

初期からの感染者把握の努力を怠り、pcr 検査などの強化を推進しなかった無策ぶりに呆れ

る。政府には責任を取ってもらいたい。日本国民は感染症対応後進国である事をはっきりと

認識しなくてはならないと思う。（60代男性） 

 

リーダーシップの無い菅さんに首相を務めることは無理なことは、最初から分かっていた

こと。日本のイメージを内外ともに回復するために即刻退任していただきたい。（50代女性） 

時期、規模、説明すべてが中途半端（50代男性） 

 

 



Gotoが感染拡大の一因なのが明白なのに、政府が認めようとせず、国民意識とずれている。

飲食業界にばかり援助するのは、納得できない。（60代女性） 

 

早急に医療体制の見直し。民間医療機関でのコロナ対応を進めてほしい。政治家も行政のト

ップも責任逃れをしているように感じられる。この期に及んでも国民ではなく、自分の保身

が大事なのかと、暗澹たる気持ち。現場で働いてる人達が疲弊する姿をどう感じてるのか？。

（50 代女性） 

 

メッセージの伝え方が、下手。夜 8時までの時短営業しか、伝わっていない。普段から不要

不急の外出を避けることが大切なのに、ほとんど伝わっていない。（50代男性） 

 

対応が遅い。補助金が少ない。（50 代女性） 

 

なにをするにも専門家の意見待ちの割に出て来た意見への対応は中々行わず、全ての対応

が遅きに失する。決断の出来ない人間が頭をはるべきでは無い。（40 代男性） 

 

全てが後手（60代男性） 

 

支離滅裂、矛盾だらけの政策。不要不急とは、ゴーツーイートは oK.４人以内の会食や夜８

時なら飲食は oK.意味が解らん！（60 代男性） 

 

対応が遅すぎる（50代男性） 

 

感染拡大してから縛りをキツくしても遅い。結構ある医療崩壊を招いてしまった。経済が大

事と言いながら感染者が増えるほど経済が回らず結局は余計なお金がかかってしまってい

る。やるなら、しっかりロックダウンでもして食い止めるべきだ。まさに水際対策取るべき

だったのでは？菅総理の棒読み、感情のないメッセージでは心に響かないと思います。ひっ

迫感は届いていない。きちんと総理の気持ちではなした方がいいと思う。外出ダメなんだか

ら、宅配業が得して goto home とか言って宅配利用者も得するシステムを作って、利用者

はポイント増量で次回も使えるなどにしたら良いと思う。飲食店だって利用してもらえた

ら収入につながるんじゃないかな？早くコロナが落ち着くのをせつに願っています。（40代

女性） 

 

過去の検証をしていない。第一波が収まった後に、今後の対策を決めておくべきなのに何も

していない。（60 代男性） 

 



危機管理がなっていない。強いリーダーシップが欲しい。（60代男性） 

対応が遅過ぎる。（60代男性） 

 

本気で一気に対策を打たなければいつまで経っても治らないし、このままではオリンピッ

クの開催も難しい。まさに二兎を追う物一兎をも得ずで経済を本気で立て直すつもりであ

れば、中途半端な事をやめて、大々的に思い切った対策を取り先ずはコロナを封じ込めるべ

きだと思う。（70 代男性） 

 

早めに思い切った手を打つことで、早期に沈静化できたのではないか。収まっている間に go 

to などではなく、医療の手当てをしておくべきだったのではないか。コロナ専用の病院を

早目に整えて、通常医療との区別をするべきだと思う。（50 代男性） 

 

緊急事態宣言の内容が軽すぎると感じる。自粛の呼びかけだけでは人の往来を止めるのは

不可能。実際そうだから。ワクチン接種が開始されるまでは条件付きで外出禁止区域もしく

は外出禁止時間等を設定するなどの措置をとるべきだったのではないかと思う。（20 代男

性） 

 

対応が全て遅い気がする。専門知識のない国民は政府を信用するしかない。人命を第一にう

ごいてもらいたい。（50代男性） 

 

お願いして、その日に自らが破る様な政府では、国民はついて来ないので、やった責任は重

大。（40 代男性） 

 

政府、議員の人。早く国会を開き仕事をしなさい！（40代男性） 

 

今の政府は、国民を守るために動く人を選別する能力がないと思います。自身を守ろうとす

る、また自分の回りだけを守ろうとする無能ばかり。60 歳以上の頭の硬い政治家はもうい

りません。日本国民のためになる政治を、感染対策を希望します。（30代女性） 

 

経済を気にし過ぎて思いきった政策が出来ていないように感じる。今の政権には無理だろ

うが人命最優先の思いきった政策を打ち出してもらいたい。（40 代男性） 

 

損切りがヘタ。コレでは、老人や弱い人の数をコロナで減らそうとしてると取れる。国民の

数を減らして保健料を削るのか、と取れます。（50 代男性） 

 

 



政府が自分達の方しか見てないで仕事している印象が強いです。国民に寄り添って仕事し

て欲しい。（40 代男性） 

 

すべてごてごてで、本気度が感じられない。政府としてのハッキリとしたﾋﾞｼﾞｮﾝが無い為

に、政策がｺﾛｺﾛ変わるので信用できない。（60代男性） 

 

中途半端。責任を取る覚悟が感じられない。（40代男性） 

 

コロナ対応の病院だけでなく、施設等で働く介護、看護師、スタッフも医療崩壊の余波を受

けています。コロナの影響で病院が逼迫しており入院治療できない人がたくさんいます。そ

ういう人を施設や自宅でみています。感染のリスクもあります。コロナの検査もできないた

め、感染対策をしながらの対応しており、それによる費用もかかり施設負担や制限もありま

す。コロナ対応していない施設や病院のスタッフにも同じように手当や給付金を払っても

らわないと、疲弊、破綻します。今、通常の介護、医療提供ができない状況です。自宅で介

護されている家族の人も適切な治療を受けれず、入院できず介護施設にもはいれず、在宅の

負担も増えてます。医療崩壊は末端にまで及んでます。（40 代女性） 

 

無意味なことが多い。手を打つのが遅い。（50代男性） 

 

PCR 検査を全員早急に受けて隔離すべきで有るが 今だにその様になってないのは高齢人

口を減らす計画が隠れた要因と理解している（60代男性） 

 

もはや菅内閣の人災レベル、医療崩壊の危機は菅内閣が無能なため。医療関係者の使命感で

現場がもっている。科学的根拠のない支離滅裂、小出しや後出しの後手後手の行き当りばっ

たりばかり。自粛と補償はセットで働く庶民の生活と営業守り、PCR 検査の公費での拡大

と医療機関への支援をすぐに実施してほしい。（50 代男性） 

 

国民にテレワークを薦めるならば政府の方々もテレワークをすべき。まずは総理大臣の会

見から変えるべきでは？（20 代女性） 

 

英国やイタリアのように、まずは封じ込めをしないと、いつまでもこの状態が続くと思う。

そのため給付金支給を再度実施し、少しでも外出を抑制すべき。何もかも後手後手すぎる。

政府はもっと危機感を持って欲しい。（40 代男性） 

 

対応が中途半端。せめて他の国からも学んで対応すべきと思う。（30 代男性） 

 



判断が遅い！早くにコロナ病院を各地に設置したり罰則等の法整備をすべきだった（30 代

男性） 

 

もっと早く緊急事態宣言をだすべき（60代女性） 

 

感染者数を国内だけでもゼロになるまで様子をみるべきだった。感染者が減ったからとい

って、GOTO はかなりの間違いだったと思う。対応も遅い発言も遅い説明も遅い。はっき

り言って手遅れ、自分たちの腹は切らないのに、飲食店には平気で切らせる。（30 代女性） 

 

Goto は国民の生活を怯やかす愚策！不公平なもの！やるなら医療機関に予算を当てる。そ

して検査拡充いや全国民に検査を、に予算を当ててほしい！この先のビジョンを責任を持

って国民に発してもらいたい。（70 代男性） 

 

対応が何にしても遅い。（40代男性） 

 

後手であり 確信性がない（60代男性） 

 

先日長野市長が 200 人の宴会に出席した。上の方がこういう事をしていると誰も言うこと

を聞かなくなる。先ずは政府より身近な上の方が手本になる行動を取るべきだと感じる。

（40 代男性） 

 

政府の対応は遅すぎると思います。国民の事を思っているのか？（50代男性） 

 

対応が遅い。専門家の方の意見を聞き入れてていないように見える。実施する対策は、国民

の反発を受けるような大胆な内容であったとしても、説明をして実施するべきだ。政府のや

る気が指導力が見えてこない。（40 代男性） 

 

年末年始にかけて緊急事態宣言を出したくないという見え見えの考え、対応に憤りを感じ

てやまない。（50 代男性） 

 

コロナウイルス感染の抑止に向けて、どのようなゴールを目指しているのか、そのために国

民がどのような行動を取るべきなのか、具体的な内容が示されていない。（30代男性） 

 

Go to トラベルより Go to 修学旅行にしてほしかった。飲食店への要望から、罰則ってあ

りえない。受け入れ秒などに補助金を使うべきだ（40 代女性） 

 



ゴートゥーイート、トラベルで感染が拡大したのだから、政府は考えをすぐ訂正する、転換

の速さが必要だと考えます。（40 代男性） 

 

経済を気にして、規制が緩く、逆に期間が長引いて、影響が深刻になっているがある。厳し

い規制で、一気にコロナの拡大を押さえるべきと思う。景気を気にして、遅くて緩いブレー

キ(対策)。先が見えない状況。（60 代男性） 

 

自分たちの政策優先で国民のことは後回し、先を見通した政策と決断力が必要である。党の

上だけの顔色をうかがっている政治家が多い。（70 代男性） 

 

政府の動きが遅い。（50代男性） 

 

経済を優先しすぎて、対応が常に後手になっていると思う（20 代女性） 

 

2 回目になる緊急事態宣言だが、タイミングが遅く内容も限定的で前回の様な効果が無さそ

う。短期集中でも最低前回レベルは必要だと思う。（50 代男性） 

 

未知とは言うものの いかんせん 国会議員が個人の事しか考えていない（50 代男性） 

 

国民への訴えかけ、行動変容を求める説明に本気さや真摯さを感じられない。（50 代男性） 

 

今回の緊急事態宣言はかなり中途半端すぎる。結局、どーすればいいのかわからない。（30

代女性） 

 

今は強くブレーキを踏む時期だと思うが対策が緩すぎると思う。また総理の会見を聞いて

も心に全く響かない。（50 代男性） 

 

補償も無しに罰則規定をするなんて、全く国民の方を向いていないと感じる。コロナ対策が

終わってないのに国会を閉会し、予算は医療ではなく GO to に重きを置きすぎている。今

の政府が全く信頼出来ない。（40 代女性） 

 

もっと早く対応して欲しい。なぜ判断が遅いのか、分からない。（20 代男性） 

 

状況は厳しいが、専門家や識者の意見を官僚も交えて深く検討し、可及的速やかに実施して

欲しい。官邸筋の思いつきだけでちまちまと動いているような感を抱く。このままでは、コ

ロナは永久に終息しないだろう。管首相の言葉にも説得力がない。（60代男性） 



現状把握をする洞察力も決断する能力もない。また専門家の意見をも良く聞かず、そのため

しっかりした方針もない。国民の命を第一に考えるのではなく、支持率をはじめ自分たちの

利益を最優先に考えている。このような政府は信頼することができない。（70代男性） 

 

全員が納得するのは無理だが、政策の発信がおそい。結果論で言うのは悪いが、今の状況が

悪すぎると思う。（30代男性） 

 

菅と二階の利権のためのGOTO は最悪だった。またこの期に及んでも忖度や利権がらみだ

と思うが厚労省がアビガン等の国産治療薬の承認を全然しないし（海外ワクチンを特例で

承認しているのだから国産の治療薬やワクチンに対して承認ができないはずがない。アビ

ガンを承認している他国はたくさんある。）、その他全ての対策が後手後手で保身の言い訳

ばかりの西村や加藤は顔を見るだけで腹が立ってきて気持ち悪くなる。飲食店や観光業以

外の業界も苦しいのに金を出すのをケチってその他業界にはほとんど何もしない（特に看

護師や介護士さんはかわいそうな位）。持続可給付金も 2 度目の給付をした方が良い位なの

に、自分達の利権に絡まない業界は見て見ぬふり。「仮定の話には回答しない」とか馬鹿な

ことを言っている、本当に頼りない首相、そして政府であると思う。この有事に対し様々な

予測をたてて先回りすることが感染抑制に繋がるのにそのような感じはなく、各自治体に

責任を擦りつけている印象しかない。国民には外出や会食を自粛しろと言っているくせに

自分達は税金で会食三昧。発覚すれば逆切れ。こんな政府は信用できない。アベノマスク等

無駄なことばかりに金を使って自分達の息のかかった中抜き業者に金を落としてばかりで、

海外からの入国全面禁止等国民が望んでいたことも全然やらなかった（むしろ望んでいな

いことばかりしている）政府に対し、もう税金を払いたくないし、無駄遣いを止めろと声を

大にして言いたい。（40代男性） 

 

何もかもが後手後手。エビデンスという言葉を自分たちの良いように利用しているように

思う。政府が責任を取りたくないという姿勢がずっと変わらないことにガッカリさせられ

ている。（50代女性） 

 

クリスマスや年末年始の移動についてもっと強く制限をかけるべきだったと思う。また、緊

急事態宣言がなくとも企業へのテレワーク推進を強く言って欲しい。感染者は増えていて、

テレワーク可能な業務でも上層部は出社を強要するような状況だった。（20 代女性） 

 

事が起きてから、対応を時間をかけて出している。後手になるのは当たりまえ。事態を予想

して、先々の対応を具体的に準備し、実施していくことが、国民の命と生活を守ることにな

ると思います。（60 代男性） 

 



連日、報道番組ですら政権批判が発せられ、周囲でも菅政権を擁護する考えの人は一人もお

らず、本当に国民を守る気があるのか疑問に思う。期待をしていただけに、残念でならない。

菅政権から発せられる一言一言が国民の人生を左右することをもっと真摯に受け止めて対

応をしてもらいたい。（30 代女性） 

 

緊急事態宣言を出すのが遅すぎる。Goto トラベルも goto イートもするべきではなかった。

飲食店の時短要請より、一人での飲食要請にした方が良いと思う。（50代男性） 

業界に配慮し過ぎ。（50代男性） 

 

早くに緊急事態宣言出すべきだったし、もたくたしてないで 2 回目の定額給付金配布する

べき。負債になろうと景気が回復を優先すべき（20 代女性） 

 

とにかく全てが後手の印象。国民に納得させれるように回りくどい言い方ではなく、ハッキ

リと強く訴えてほしい。（40代男性） 

 

後手後手の緩い中途半端で何一つ訴える言葉が伝わってこない！ この際不要不急を強く

訴えて全員に再度定額給付金を支給するべき！！（70 代男性） 

 

重症者、死亡者の感染場所などの情報が無い。非常事態宣言前より、所得減少者が、困窮し

ている現実があるのに、救済する意図が無い。救済策は、あるのだが、敢えて使いづらく、

役所言語の多用で御年寄は、置いてけぼり、この一年間、実情に沿った救済、援助の取り込

みを考察していない。（60 代男性） 

 

自粛は補償とセットでないと実行性がない。（70代男性） 

 

菅首相の、～と思います。という発言が、リーダーシップのなさを感じて不安になる。（30

代男性） 

 

日々生きることさえままならない人がいるので良く見極めてほしい（30 代男性） 

 

何もしないよりも悪い。検査をさせないから、欧米なみの感染なのかそれほどではないのか

さえ不明だ。（60 代男性） 

 

全ての対応について全体的に遅すぎる。全政党は個人のアピールで他人任せ。閣僚も率先し

てリモートすべき。感染拡大防止、経済を両立するならもっと柔軟な対応を行い、コロナ収

束後、労働賃金底上げし税金をあげる等が必要。一国の総理大臣として全ての説明責任をす

べき（30 代男性） 



今回のことで政党関係なく、政治家の無能さが露見したと思う。相手を責めたり揚げ足取り

をするのはお互い得意のようだが、天災や感染症など未曾有の事態が起きた時に的確な判

断をし、あらゆる対策対応を実行することができる政治家がどれだけいることか。がっか

り。トップではなくても、サブにその専門家を据えるべきなのでは？あと、保健所やお役所

全般に言えることだが、IT 化が恐ろしく遅れている。これを機に再考していただきたい。

（40 代女性） 

 

総理のご苦労もわかるが、真剣味や、知性が垣間見られると良いなと思う。発語から魅力が

感じられず残念。（70代女性） 

 

goto 等与党政党の後援、支援、関係との利害が優先しすぎることが今回の拡大の要因の一

つ。冬にウイルスが蔓延しやすいことになにも対策を打たず、今までだけの手法でコロナ対

策をした内閣政党の責任は思い。臨時の専用隔離病棟を作るべき。（50代男性） 

 

菅総理には大変失望しています。中途半端な GoTo キャンペーンを継続した結果、ここま

での感染拡大にさせてしまった事と、総理の発言に熱意が無く、国民に対して危機感が全く

伝わっていないので、状況が一向に良くならないと思います。コロナは災害なので、総理に

原因があるとは思いませんが、状況をここまで悪くしてしまった事は、総理の決断力の無さ

が原因だと思っています。（30 代男性） 

 

だらしなく、まとまりもない。（50 代女性） 

 

何もかもが遅すぎる。税金の使い方にも不公平感を感ずる。議員の報酬を医療関係に回して

欲しい。（70代女性） 

 

今回の緊急事態宣言が、あまりにも遅かった。猶予期間を置いて発令している場合ではなか

ったとおもう。即時発効してほしかった。菅さんは総理の器ではないと思う。（40 代女性） 

 

以前の緊急事態宣言の時よりも感染者が多いのにもかかわらず、普段通りの生活をしてい

るため、本気で収束させるつもりがあるなら、あの時以上の対応が必要だと思う。（40代男

性） 

 

遅い！！（70 代女性） 

 

総理がもっと強く感染予防を言ってほしい（70 代男性） 

 



GoToキャンペーンの失政開始時期も終了時期も（50 代男性） 

 

goto トラベルが原因で感染が広がった訳ではないと見解を言っているが、原因だと思う。

感染者が旅行で広めた部分は少ないにしろ『気軽に旅行に行っていい程度の危機意識なん

だ』と、国民に思わせた責任が重い。なぜ冬場に感染が拡大すると予測されていたのに、危

機意識を低下させる政策を実行したのか。また、なぜ感染者が増加する前に、感染者が増加

した場合の対策を協議しルールを作って国民に提示しておかなかったのか。罰則も急に出

てきた言葉で驚くばかり。去年の春・夏頃なら入院義務も理解できるが、入院する空きベッ

ドがなくなってから入院や自宅療養義務・罰則って、生きるために守れない人がでてくるの

は目に見えている。本当に政府のやっている事、言っていることが、実際の生活に合ってい

なくて意味がない。（30代女性） 

 

税金は国民のもの。国民の生活のために使って欲しい。（40 代女性） 

 

国と地方の腹の探り合いが多すぎる。国は直ぐに国民のせいにする。その点では地方のほう

が信用できる。（30 代男性） 

 

全てが遅すぎる（40代男性） 

 

コロナをなめている。医療従事者の医療崩壊をかなり前から伝えているが、(素人の自分で

さえ先が詠めるのに)政府の無能さ、のらりくらりの語り口調、経済優先して人の命を軽視

して、医療壊滅させて、もっともっと税金を無駄使いして又、県と政府の行政縦割り組織の

顕著に現れた現状、責任の押し付けあい、何故、飲食業ばかり取り上げるのだろう？他業種

は？メディアも飲食業の撮影ばかり、医療環境をそれ以上に何故伝えないから若者(バカ者)

達のウィルスばら蒔きが現状に至っていると、（60 代男性） 

 

まず 政治家が 国民同様に収入を７割減らし 手本を示せ（50 代男性） 

 

国民に何を求めるかが漠然としており、危機感もあまり伝わって来ないので、自粛に気持ち

が向かわない（20 代男性） 

 

後手後手である。経済を優先しすぎで国民の命をないがしろにしている。（50代男性） 

 

医療従事者の支援、医療改革を実施する。無駄な所にお金を掛けすぎ。（50 代男性） 

 

 



感染者が増えたら、一旦行動を制限して外出をやめる。その時一律給付金を出して、ステイ

ホームを徹底すれば良い。収まって来たら徐々に緩める。年末年始がチャンスだったのに、

菅さんは頑固で判断を誤った。（60 代男性） 

 

チョイ出しはだらだら長引かせるのでは？全国民に緊急事態宣言したほうが 1 時的に大変

でも経済を早く元に戻せるのでは？（70代女性） 

 

Goto の税金を医療関係への回して欲しい（40代男性） 

 

初めてのウィルス感染症で未知の世界未曾有の出来事だけど…経済界も大事だけど人命が

最重要ではないか？特に首都圏は医療崩壊どころか壊滅が近づいてる……感染者も心配で

すがこのままでは医療従事者や保健所の方も心配です。（50 代女性） 

 

国、自民党、国会議員のコロナウィルスに対する真剣さが伝わってこない。GO TO は全て

取り止めるべきだ（60 代男性） 

 

go to などするから、拡大した事に責任を取って欲しい。（50 代男性） 

 

遅すぎる（70 代女性） 

 

対策が遅くごてごてである。国民の意見が通らない。菅首相の独りよがりである。（60代男

性） 

 

対応を検討するのはよいが、全ての行動が遅い。（30代男性） 

 

すがさんの主張がよくわからない、食事会も信じられない（50 代女性） 

 

専門委員会を自分の都合良く使っている。（70代男性） 

 

入国者の規制と管理が甘過ぎる（60代男性） 

 

国民へ「命令」をするべき。経済よりも人命優先して欲しかった。難しいのだろうけれど。

goto はやるべきではなかった。（20 代女性） 

 

 

 



全てにおいて、中途半端な印象。西村大臣の、昼もなるべく外出自粛でのお願いに心底呆れ

ました。新しいウイルスで、探り探りなのは重々承知しているが、もう少し的確かつスピー

ディーに、国民に分かりやすく説明してほしい。自分は、一部の自分勝手な人間が、ウイル

スを拡げていると思っているので、昼間の外出自粛まで促さず、外出の際には感染対策を国

民一人一人が徹底して、経済を回しましょうと呼びかけた方が良いと思う。最近は、コロナ

にかかる事よりも、日本経済が死んでしまうかもしれない不安の方が大きい。（40 代女性） 

 

8 時以降空けている飲食店に対して罰則などしないと、逆に閉めている店が損をする。今は

全員が意見を出し合って協力し合う時なのに、立憲民主党など人の批判や罵りばかりして

いるのは醜い。企業はテレワークやリモートなど、不便な中別の方法を強いられているの

に、政治家も同じように電話やリモートで済む話もあるはず。庶民離れした愚痴は批判を買

うだけ。政治家からは母なる愛たる考えや行動が見えてこない。（20 代女性） 

 

テレワークなんて一部の優良企業しかやっていない。仕事に行け休日は自粛しろは納得い

かない。（30代女性） 

 

GOTO キャンペーンが早過ぎたと思う。自粛宣言解除も早過ぎた。更に自粛する事になっ

たし。国民の事をもっと見てほしい（50代女性） 

 

お願いで発する表現が多い。（70 代男性） 

 

場当たり的。科学的知見に基づいて政策決定しようという姿勢が見られない。その点、千葉

市の熊谷市長の対応は信頼できた。政府は残念ながらレベル低すぎと感じた。（50 代女性） 

 

感染が終息していないのに GOto とか意味がわからない GOto で感染拡大させておいて緊

急事態宣言も後手後手早く選挙をやって政権交代してほしい（40 代男性） 

 

冬に感染者が増えるのは予想されていた事、冬は受験シーズンな事もわかりきっていた事。

これから何十万人の若者が動かざるえませんもっと対策出来なかったのでしょうか？受験

生は受験以外は自宅待機Web授業で対応するようにと言うことは簡単なん対策だったので

は無いでしょうか？体調に異常がない＝感染していないでない事も明らかです。受験生は

コロナ禍で 1 番大人しく我慢をして過ごしていますが家族から感染も避けられない状態で

す。1 年我慢し続けたのに受験でクラスターが起きたなど批判される可能性があります。そ

うならないように対策を早急に考えて頂きたいです。（40 代女性） 

 

 



少しずつ様子を見ている感じがするが、一気に封じ込めるためのことを考えなければいけ

ないし、全国民にもっと強く訴えかけるべき。また、政治家は自分だけの特別意識をもたず、

国民の手本になっていただきたい。（50 代女性） 

 

国が、ハッキリ、菅さんが、はっきり、指示出すべき、疲れて、居るようですが、私たちも、

仕事し辛いです。（60代女性） 

 

夏季にもっと準備できたはず。（20 代男性） 

 

政治家の給料を減らして医療に当てて欲しいほど、政治家の無意味さに腹立つ。外食を控え

ろと言っている政治家が会食や外食をしているなんて、お話になりませんからね。そら緊急

事態宣言出されても誰も守ろうなんて思わない。私たち看護師や医療従事者が一斉にボイ

コットしたらこの国終わりますよ？（20代女性） 

 

飲食店だけのターゲットはおかしい！密な状況、ルールを守れば営業時間の制限は必要な

い！（50 代男性） 

 

酷すぎる、対応が遅い、社会福祉の仕事をしているが、何の対策もされない、政府からある

程度(前回よりも高い水準での対策)の制約が無いと医療従事者と同じで(以下で)何の予防

策も無い保証も無い私事だが子供が沢山居る家庭は、ただただ生活困窮するばかりで先の

見通し等何一つ見いだせないが、(私事だが家族以外親戚も居ない家庭では、私達両親のど

ちらかが感染したら、現状どうすれば良いかもわからない状態これでは、不安過ぎる)危険

に身を晒し仕事を続けるしか無い現状をなんとか本気で国民が安心出来る政策を打ち出し

て貰いたい。（60 代男性） 

 

Goto キャンペーンの非を認め国民に謝罪し、改めてコロナ終息に向けて全国的に緊急事態

宣言を広げ、国民の理解をえるよう、緊張感を与えるべき。（50 代男性） 

 

無対策、後手、矛盾 何一つ賛同できる事をしていない。こんな事態でも立場や票集めの事

しか考えていない。まずは自分たちが犠牲になってでも、この状況を打開していこうという

姿勢が必要。（40 代男性） 

 

何しろ遅すぎる（70代男性） 

 

 

 



未知のウイルスだから、対策は限られてるのは理解できる。ただ、なぜ飲食店がやり玉にあ

げられる？飲食店が悪いのではなく、感染対策を守らない客に問題があるのでは？政府も、

だれかをやり玉にあげるのではなく責任をもって対応してほしい。これは、同じことがマス

コミにも言える。無駄に不安を煽るような偏った報道をするのではなく、真実を伝えるべき

だ。あと、二階さんに早く引導を渡さない限り未来はない。（40 代男性） 

 

全てにおいて後手後手過ぎる（40 代男性） 

 

他国の成功事例をもう少し参考にして、早く手を打つべきであった。（80歳以上女性） 

考えればわかることを考えず、状況が悪化してからの後手後手の対応。飲食店の時短が効果

あるとは思えない。むしろ営業時間の延長で来客を分散し、店内滞在時間を 1 時間半に制

限し、飲み放題は中止、などの対応をした方が誰の反感も買わず、国民の理解も賛同も得ら

れると思う。ずっと営業もしていなかった飲食店が、急に要請を受け休業します。と東京都

の虹のポスターを貼って協力金だけ受け取ろうとしている飲食店がたくさんある。国民み

んなが大変なのに、飲食店だけ守りすぎだと思う。（50 代答えない） 

 

とにかく対応が遅すぎる。国民目線になっていない。（40 代男性） 

 

ゴ-ツ-を止めていれば地方に広がらがらなかった（花の絵文字） 外国からの入国を早く止

めるべきだった！！対応が遅すぎる！！菅は辞めるべき！！リ-ダ-としての資格なし！！

（60 代女性） 

 

様々な有識者から意見を本当に聞いているのか疑問に思う。（40 代女性） 

 

早く、短時間に、厳しく対応する心を込めたと思えるスピーチが欲しい（70 代男性） 

 

GOTO トラベルの運用の仕方に問題があったと思う。コロナの感染が少なかった地方や地

域にも拡大したと思う。それが今の結果を招いたと思う。（40代女性） 

 

罰則と補償はセットだと考える。国があらゆる対策を立案、提供できる手立てを示すべき

だ。カンフル剤の施策の早期実施、国民に協力を求め軌道修正し、次の施策へ繋げないと、

国民の命と財産を守れない。（60 代女性） 

 

 

 

 



あれだけ批判のある中 GOTO 政策をとった以上、感染拡大してもいいから経済の復活を目

指したものであったはず。とすれば経済に舵を切った以上、感染拡大に対処すべき医療体制

を整えることや新型インフルエンザ特措法の整備を進めておくべきだったはず(当然内部で

議論しているものと思っていた)にもかかわらず、なんの手当もしていなかったことに驚き

と落胆を覚えた。いざ感染拡大したという段階で、再度の緊急事態宣言を発令するとは政策

に一貫性がなさすぎ、国の統治機関の判断としてあまりにも場当たり的すぎる。経済と感染

拡大のバランスをとる必要は当然あるが、影響を予期しつつ一貫性のある政策をとって欲

しい。さらに、議論もせず、現在の新型インフルエンザ特措法では行えないはずのペナルテ

ィとしての店名公表は最も悪手である。本来営業の自由を制限するならば損失補償すべき

であるにもかかわらず、それをしないばかりか、制限に処分性を持たせず事実上のペナルテ

ィ(違法)に任せ、私刑に任せるなんて法治国家のすることではない。特措法を改正するので

あればきちんと議論して国会を通して改正の手続きをすべき。これを省略することは民主

主義の崩壊とも感じる。（40代女性） 

 

もっと早く対応してたら経済のダメージも少なくてすんでいるのでわ。（50 代男性） 

 

遅きに失した(goto 停止、緊急事態宣言等)また国民には我慢を要求しつつも、首相を始め

とする国会議員の会食、それについての官房長官の場当たり的な用語が政府に対する信頼

を著しく下げたことは否めない。号令をかける首相及び国会議員が国民の模範となれない

ような態度で誰が政府の言うことを聞くのだろうか？（30 代男性） 

 

朝令暮改のように、ころころと政府の方針が変わっている。政府・与党と自治体の間で危機

感に温度差を感じる。決まり文句のように菅氏や西村氏は「現場に詳しい知事の意見を尊重

する」と繰り返してきたが、知事からの宣言発出要請から実際の発出まで時間を要するな

ど、あらゆる対策が後手に感じる。（20 代男性） 

 

感染対策を最重視して、専門家のアドバイスに従うこと。（60代男性） 

 

余りにも優柔不断すぎてかなしくなる強いリーダーが必要です（60 代女性） 

 

経済を優先するあまり対策が後手後手になってしまった。第一波が落ち着いた時点で特措

法の改正等対策を早めにとるべきであった。又、第３波に入る前に経済を止めるような強い

対策を取り、感染を早めに封じ込めたほうが、逆に社会経済にとってもプラスになったは

ず。細かい対策ででいえば、飲食店でしっかり感染対策をとっている店舗へ一人または、家

族のみの利用については時短要請すべきではない。（70 代男性） 

 



一波の時は全てが手探りの中だったので後手に回ったり間違えても仕方ないと思った。批

判されることに同情さえしました。しかし今回は想定をする時間があったのにも関わらず、

ずさん、楽観的過ぎたのではないかと思ってしまいます。何のための対策なのか、視野を大

きく、長期で、対応していただきたい今回、政府の要望に従わない人が多いのは、説得力が

足りないからだと思いますこの空気を一新する、気持ちを動かすことの出来るリーダーシ

ップを望みます（50代女性） 

 

2 回目の緊急事態宣言もあまりに遅く、全てが後手にまわっている。中国の顔色を見ている

のはわかるが、今年こそ春節時の対策をしっかりしてほしい。また、PCR 検査をどこでも

無料で受けれるようにしてほしい。（50 代男性） 

 

今の政治システムの問題は今に始まった事ではない。太平洋戦争時や、現在のコロナ禍の様

な、解決策が無い・暫定策をタイムリーに打ち出さなければならない・失敗は必ず発生する

が失敗を恐れるより、速やかに訂正して被害を最小限で食い止め、より有効な是正策を、二

の手三の手を緩めることなく打ち出さなけれならない、この様な状況下においては、顔色伺

いばかりで前に進まず、あまりにも意思決定プロセスが鈍重である。自身の利権団体の為に

しか政策を打ち出さない、派閥の長になった者が牛耳るだけで全体を俯瞰して見る力が無

い、実態把握を軽視して平均値優遇ばかりで中央値の実態を見て判断を出来ない、この様な

政策システムでは、特に現在のコロナ禍の様な有事の際には、全体最適な政策はできない。

政府・官僚システム等、判断するセクションの権限が肥大化し過ぎている為に、フィクサー

の顔色ばかり伺って、必要な時に必要な政策が打ち出せない。もう少し決定権限を小さな政

府サイズ(道州サイズ又は都道府県サイズ)に分割して、それぞれの長を中心として政策決定

できる様な中央政府機能にしてゆくべきではないか。国民の投票行動が反映される政治形

態にしてゆかなければ、中央値の民意が反映されず、現在のコロナ禍の様なフレキシブルに

対応を要する事態(恐らく太平洋戦争時もそうであったのでは無いか)では、意思決定プロセ

スが遅すぎる。もう少し民意が反映され、政治家が信用できる(政治家本来の活躍ができる)

政治制度に変革してもらいたい。政治家自身で、変革の声を挙げなければ自己を律すること

もできないばかりか、日本国そのものを衰退させる(現に、人口・GDP・先端技術・モラル

などはどうか)未来に誇れる日本国を取り戻して欲しい。（40 代男性） 

 

●後手後手の対応●危機管理は最初は広く大きくすべき。改善されれば緩めれば良い。●経

済を立て直す近道は感染を防ぐ事。●経済を動かすのは人である。その人が感染していたら

幾らやっても経済は立ち直らない。●国会を閉じてしまい特措法改正などの議論ができな

かったのは与党の責任。（60代男性） 

 

 



『感染を抑えることが、経済活動への一番の対策だ』『対策は強く、広く、短く』というよ

うなことを、三波が拡大してきた時期に、医師会や専門家が唱えていたと記憶しているが、

我々素人でもそうだろうと思った。今のような事態になり、感染症の本質等を真剣に捉え、

専門家の意見に真摯に耳を傾けていたのか、政府の姿勢に怒りを覚える。一波から充分な時

間があったのに、何をしていたのか。菅さんはこの失策をまずは自らの言葉できちんと謝罪

し、「自分たちの支持率のため」ではない、本当に国民のために考え、行動してほしい。海

外の上手くいっている政策など、参考になるものは積極的にて取り込んでほしい。変なプラ

イドで頑なに固執しないでほしい。政府、自民党はもっともっともっともっと、真剣に、本

気で取り組んでほしい。今のあなた方からは危機感や覚悟や本気度が全く、全く、全然伝わ

ってこない。これは受け取る私たち(国民)の落ち度ではない、ってことを真剣に理解して下

さい。GOTO 政策も、医療従事者はもちろんのこと我々だって高齢の親や高校生の子供が

いれば、さぁと喜んで出掛けられる状況ではありません。ジングルマザーなど経済的に苦し

い方には手の届かないものです。経済的にゆとりがあって、時間があって、自分が感染して

も波及するリスクが少ないなど、一部の国民のためだけの政策で、税金を使って行うには余

りに不公平な政策で、納得できません。このように思う国民も多く、当初から問題点として

指摘されていたはずですが、政府は何が対策しましたか？今後、感染下において再びGOTO

を再開するのであれば、自費での PCR証明、接触アプリ登録、旅行後感染した時の医療費

負担など得した分のペナルティくらい課してもらわないと、税金払ってるだけの我々とし

ては、納得できない心境です。非正規雇用をどんどん増やして、中間層を減らす政策進めた

のはあなた方自民党ですよね。コロナ禍で困窮している方への支援も全く足りていない状

況です。低賃金の方やシングルマザー等への支援など、当事者の方からちゃんと声を聞いて

ほしい。制度が使いにくい、わからない、知らなくて使っていない、これらの声があるとす

るなら、これも失策であり、政治家の責任ではないですか？東日本震災当時の民主党政権を

散々馬鹿にしてきた、安倍さん、菅さんはじめ自民党の政治家の方、あなた方の実力がいか

ほどなのか、今国民はしっかり見ています。（50代女性） 

 

ガーゼのマスク配布は、無駄な財政出費であったと思いました。コロナ対策は各地方自治体

に支援金配布しお金の使い道を考え、事後報告の形でも良いのでは！（60代女性） 

 

経済も大事な事なのですが、やはり、人の命を最優先しないと何もかもが 上手く回らない

のでは。頑張ってくださっている医療従事者の方々に押しつけ状態で申し訳ないです。1 人

1 人が重く考え行動して行きましょう。（60 代女性） 

 

goto キャンペーンは失敗だ（60代男性） 

 

 



安倍前総理も、菅総理も本当に口だけ。先手先手の対策と言うなら僕でもできます。今の政

府には、国民の立場になって物事を考えれる人がほとんどいないのではないでしょうか？

シンガポールや台湾など、コロナが広まる前にうまく対応している国はたくさんあります。

国柄が違うからと言われるかもしれませんが、他国を見習って今よりももっと上手く感染

を抑えることはできたと思います。また、総理の演説を聞いていても腹が立ってくるばかり

です。原稿の棒読みばかりで、自分の頭で考えて喋っていないのが丸わかりです。ドイツの

メルケル首相のように、本当に国民のことを思って自分の言葉で話すことはできないので

しょうか？とにかく今の自民党政権の対応は、(アベノマスクにしても go to キャンペーン

にしても)悪いことばかりです。おなじ有事の際の対応としても、2013 年の東日本大地震の

ときの菅直人政権のほうが、よほど良かったと思えます。(あの頃の政権は、慣れない政権

担当者ばかりだったが、今の内閣より必死に頑張っていた感じは受け取れました。)だから、

一国民の僕としては、手洗い、マスク、アルコール消毒、不要不急の外出を避けるなどをし

て、自分の身は自分である守ることに徹しています。そして一日も早く菅総理には辞任して

いただいて、もっと素早く、国民目線での政策に取り組める内閣になることを心から願って

います。（40代男性） 

 

国会議員は何故自分たちの給料を削減しないのか？低所得で苦しい人、医療関係者の方々

の報酬等、助けてもらいたいことが、たくさんありますよ。（40 代男性） 

 

 安倍晋三、元官房長官 菅、元厚労大臣 加藤、コロナ担当大臣 西村氏は第一波の時から政

治家としての責任・判断に期待出来ない。常に専門家に聞いてからの判断で早めの行動が出

来ないメンバーだと思います。（70 代男性） 

 

全ての対応が後手後手で、国民が振り回されている。緊急事態宣言も出すのであれば年末年

始に全国一斉に発出し、2週間なら 2 週間でも徹底的に人の流れを止めていればまた現在の

状況も違っていたのでは…と思う。こんな状況の中でも国会議員や公務員は満額の給料更

にはボーナスまで支給されている事にも全く納得できない。国民の痛みなど分かるはずも

ない。そうなると、国民も個人レベルでの外出や外食だってたまには楽しみたいと思うし、

ましてや若者に外出制限など訴えたところで、今の政府の対応では納得して従わせるなど

難しい。まず自分たちが出来ていないのだから！そして、要請に従わない飲食店などに罰則

をつける、コロナ感染した際にも保健所の指示に従わない場合に罰則をつける、ましてや刑

事罰なんて本当に行き過ぎた考え、恐ろしい国になっていっていると感じる。罰則などつけ

れば感染した事自体を隠し生活する人も増えると思うし、また普段の生活の中での人間関

係にも分断が生じる恐れが大いにある。罰則で国民を抑えつけようとする考え自体が恐ろ

しい！本当に安倍晋三から現在の菅に至っても全く支持できる要素など微塵もない！！

（40 代女性） 



全て後手後手になっているのと、利権が見えてしまっている私利私欲な政治家と国民の気

持ちが分からない政治家が多すぎ。人の動きを止めないと感染拡大するのは小学生でも分

かる。例えば、第一波前の台湾とか封じ込めてる成功例を何故参考にしないのか、導入しな

いのか。ハッキリ言って無能の集団＝国会。（30代男性） 

 

誰一人として、自分が責任を取るという覚悟が感じられない。悲しい限り。（60 代男性） 

 

もっとデータに基づいた方針を発表すべき。（30代男性） 

 

他人事のような対応しかできないのなら、都道府県知事に主導権を渡し、財政的な支援に徹

するべきかと思います（50 代女性） 

 

お金が無いと言っているが、新幹線工事の中断、赤字国債の発行等いろいろと手段があるの

ではないか。（60 代男性） 

 

菅さんの無表情の顔で緊急会見をしても全く感情が入ってかなかった！顔のことをいって

もしょうがないがこの人は柔軟な姿勢を取れない人である。ある時はいままでの対策を反

省したり、海外の成功例を取り入れたり次から次へ矢継ぎ早にやってみる！といったこと

が出来ない人。補助金だけじゃコロナは終息しない。（60 代女性） 

 

感染拡大を防いだ台湾の対応について学習しなければならないと思う。（60 代男性） 

 

安倍政権はよくやってくれたと思う。菅政権は、リーダーとしてのキャラが評価できない。

国民との対話やお願いが必要な以上、キャラは大事。そして二階氏との忘年会。タイミング

もその後の対応も最悪。あれが気の緩みと感染拡大を引き起こしたとしか思えない。（50代

男性） 

 

現状は、去年の緊急事態宣言解除後、想定できていたはず、政治家達は夏の間何をやって来

たのか？政府だけのせいではない。対策が甘い。  （40代男性） 

 

政策の失敗を認め教訓とする。例ゴートゥキャンペーン（70代男性） 

 

専門家、特に医療、感染症関係者からの警告を真剣に受け止めて、国民の理解と協力を得ら

れる説明と対策を尽くすべき。無為無策の政府が罰則に安易に頼ってはならない。かえって

差別や社会の分断を引き起こし、コロナ禍を拡大、長期化させかねない。（60代男性） 

 



後手に回っている感が否めない。（50代男性） 

 

特措法の改正ありきの準備が全く出来ていない。国会延期を含めた討議をして欲しかった。

政治家は自ら手本を示し、痛みを共有すべきだ。報酬の半分は削減することに対して野党か

らも意見がでないのが残念です。何もせずに報酬だけもらっている国会議員がほとんどで、

税金の無駄使いです。納得がいかない。（60 代男性） 

 

とにかく足並みが揃ってないようにみえる。罰則も、賛成だが先に補償面の充実だと思う。

国民同士が歪み合いはじめた この責任は重いと思う（40 代男性） 

 

票取り基準（30代男性） 

 

何故ここまで東京など感染者が 1000 人以上出た時でなく早く緊急事態宣言を出さなかっ

たのか！頭悪いからやだと思う！この税金泥棒達が！（80 歳以上男性） 

 

対応が遅すぎです。（60代男性） 

 

まず以下は私の個人的な考えだが、日本を会社とするなら国会議員は何らかの上級役職持

ちと考えると責任を全て他の社員に押し付け、さらにこんな受け身で後手後手のやり方じ

ゃ日本という会社は倒産してしまうと思う確かに国会議員は比較的安定した収入で金はあ

るからわからないだろうが、もっと働きたくても働けない貧困している国民(児童、ニート

は除く)に対して安心して働ける職場など真剣に考えるべきだと思う国会議員が補助金ばら

蒔いて国の予算が足りない、って言うなら税率を上げる前にまず国の予算をどういう使い

方してるか事細かに誰でも知れる様な周知をして、さらにこのコロナ騒ぎのご時世にもか

かわらず無駄に高い料亭等でろくに感染対策もせず言い訳にも使えるコンパニオン達を呼

ぶ議員達の煩悩にまみれた名目上だけの会議を 100%感染対策済みの会議室で必要な人数

だけで行うようにして削減し、さらにまだ省ける無駄な予算はないかどうかを国民に是非

を求めてそれでも尚足りないのであれば国会議員の給料を削減し、身を削る想いでやって

ますがそれでもまだ予算が足りないので国民の皆さんには申し訳ありませんが税率を少し

上げさせて頂きたく存じますっていうのが筋なんじゃないのかな？と思う睡眠時間が取れ

ないのかもしれないが、そもそも大事な議会中に居眠りしてるような不真面目にしか見え

ない議員に対しては居眠りを見つけたら即刻クビないし給料半分以下にする、などしても

らいたい全国の飲食店や宿に関わる経営者に救済の手をさしのべるのは非常に難しい問題

である事はわかるが、時短営業に応じなかっただけで店名公表だの罰金だのやる事が幼稚

過ぎると思う以前にもパチンコ店であったが、逆に宣伝効果があるから無意味あくまで個

人的な憶測に過ぎないが、恐らく罰金は議員らが出来るだけ自分らの給料を削らずに取れ



そうな国民から巻き上げられる理由を作ってやっているのではないか、と思うこんな理由

ではないとは思うが、もし万が一本当にそんな理由で罰金に処しているのだとしたら、実質

ただのカツアゲなのだから法的にも人道的にもどうかと思う日本の未来を担って責任重大

だから消極的で慎重になるのもわかるが、ただ議員の数が多いだけで全体的に積極性が足

りない印象出る杭は打たれるというのもあるのだろうが、誰も声を上げないやり方じゃド

コの党の誰が総理になろうとも人間が変わるだけで内容は何も変わらないままだと思う

（30 代男性） 

 

遅すぎる。国民の命を考えていない。自分さえ良ければ良いのが見え見え日本人として恥ず

かしい（40代女性） 

 

安倍晋三が対策するのが遅すぎた結果ここまで感染が広まったと思う国民には自粛や我慢

をお願いしてるのに政治家は会食などしてることが意味がわからない政治家が受け取って

いるお金を国民に回せば飲食店などの倒産は避けれた筈（20代男性） 

 

遅いし具体性に欠ける。もっと細やかな指示伝達がないと漠然としたままだ。（50 代男性） 

対応が遅すぎる。茨城県知事選、龍ヶ崎市長は早い。隣の河内町の成人式中止に対する現金

支給などお金が全てじゃないけど、出きることをやっつる感が伝わる。国は周りから声があ

がってから行動じゃ遅すぎる。菅内閣には期待はない。（30 代男性） 

 

国民の考えをあまり聞いてない（60代男性） 

 

コロナに対して政府は無力過ぎる。（30 代男性） 

 

小出しでタイミングも遅い。第 3 波で緊急事態宣言出したが、不利益を被る人や弱者対策

が付いてきていないように思える。何より総理に真剣みが感じられない。（60代男性） 

 

今の政治家は、自分事しか考えていない、特に自民と公明党駄目な人間ばかりです（70 代

男性） 

 

もっと力強く進めても良いのでは（50 代男性） 

 

私たち医療関係者ではない者にも、この感染者数増加は、予想することができました。政府

は民間人の方を向いているのか？企業よ方を向いているのか？見通しが甘過ぎて信じるこ

とができません。兵庫県に住んでいますが、全国平均より、死者数が多いです。兵庫県でコ

ロナになったら、充分な医療を受けることができないのでは？と、自身でできる努力を続け

ています。（60 代女性） 



goto キャンペーンのような一部の人間が得するような中途半端な政策は必要ないのに、強

行した政府は信用できません。医療従事者をはじめ、本当に困っている方々への支援を切に

願います。（40 代女性） 

 

印象としては第 1 波の時より後手に周りがちな気がする。経済的にも仕方の無い事なのか

もしれないが不安ではある。（18、19歳答えない） 

 

情報発信が遅い、世論を気にし過ぎている、本当に困っている人の気持ちを理解できていな

い。（40 代男性） 

 

自民党はコロナを軽視しているように感じられる。首相からメッセージは一切伝わってこ

ない。専門家や研究者、医師の方が切実に頑張っているように見える。首相はせめてマスク

を着用するべき。テレビ業界にもマスクの着用を呼びかけるべきではないかと思う。それだ

けで国民の意識は変わるはず。（30 代女性） 

 

もう少し早く、大胆な対策を講じるべきだった。（20代男性） 

 

全てにおいて、後手に回った感が否めない。諸外国の感染拡大からなにも学んでいない。封

じ込めに成功している諸外国(台湾など)のスピード感、政府と国民の信頼関係の構築などか

らも、何も学んでいない。全てお願いベースの対策に限界が生じており、危機感が失われ、

ダレてしまっている今、すでに医療壊滅へ待ったなしの毎日であるのに、何も対策ができて

いない。持病があり、救急要請など必要とする家庭において、救急車がこない、また、受け

入れ先がないという現実は、すでにかなりの恐怖である。受け入れ病床を増やす増やすとい

って、場所の確保をしているが、間に合っておらず、コロナ以外の持病の人が、死の危険に

さらされている。感染と死が直結しているヒトが、感染の危機にさらされないよう、迅速に

政府発信で、ロックダウンすべきであり、また最低限暮らせる補償を国がすべき。働いて利

益をあげたくても、このダラダラと長引くコロナ禍で営業を休まざるをえず、この先、月ベ

ースではなく、日ベースで、失業、廃業を余儀なくされるヒトがたくさんでてしまう。昨年

の助成、補償、全て終わっており、もう国の支援が何もない状態で、お願いだけされても、

無理である。今が国の借金になってしまったとしても、このコロナ禍さえ乗り越えられれ

ば、また働けるのであるから、まずは、先手先手で対策を打ち出し、国民全てで、このウィ

ルスと戦わなければ、もはや日本はやっていけなくなると思う。あと、「無症状」と言い過

ぎていて、みんな、感染しても「大した事ない」「無症状がほとんど」など、ウィルス感染

について、誤った理解をしている。ニュースやワイドショーで、「無症状」宣伝のしすぎで、

怖さが薄くなったせいだと思う。もっとキチンと怖さを啓蒙すべきである。（40 代女性） 

 



政府は、まず国民の命を守ることを優先していただきたい。感染者ではなく重症化で命の危

険にさらされている人を助けてください。夜の飲食がどうこうではなく仕事がなくなり生

活に困っている人を助けてください。いろいろな方から意見を聞くのであれば、国、国民の

ためになる意見を聞いてください。（50 代男性） 

 

政府と言うより自治体の対応となるが、例えば、飲食店を中心に時間短縮・休業等を求める

理由は理解出来るが、それに従うことで従来より「儲ける」個人・店舗等が出る事に不公平

感・不信感がある。ウイルス対応で困窮する人々が増加する一方で、何もしないで収入を得

る人々が存在するのは腑に落ちない。このように不公平感のある対策は他にもある。国単位

での最悪な事象が起きた場合に最終的な責任持つのが政府でありその代表者である総理大

臣であろう。与野党関係なく政府全体で対策を進めていくべきだ。それが出来なければ国民

の代表として議員がいる意義が無い。（50 代女性） 

 

旅行・飲食にばら撒くよりも、医療機関に沢山お金をまわしてコロナ対策が整った病院やス

タッフの拡充をし受け入れ先を増やすことが出来れば、コロナへの恐怖心や不安が少しは

取り除かれ、経済も動いていくのではないかと思う。在宅だ、テレワークだと勝手なこと言

われても出来ない業務はたくさんある。（30 代女性） 

 

冬になれば風邪やインフルエンザが流行ることは常識のため、冬の前に対策を取る必要が

あったのに、gotoトラベルなど、拡散方向の対策を推進したのが残念（50代男性） 

 

新しいウイルスなので政策がブレるのは仕方ない。ただ、失策はきちんと認め軌道修正する

ことが必要と思う。リーダーシップがあまりにもない。言葉に力がない。（50代女性） 

 

GO TO キャンペーンによって、かえって各地に混乱を招いたと思う。各地の物産の購入な

どで人の移動を抑えながら、地域経済支援になる施策をしてはどうかと思う。（50 代男性） 

 

GoToトラベルに国民の税金を使うのはどうかと思う。わざわざ税金を使ってまで旅行を推

奨しなくてよかった。普段旅行に行かない人には関係ないのに税金が使われると不公平感

がある。緊急事態宣言を出すのが遅い。専門家の提言を軽視してる感じがする。（30 代男性） 

 

・台湾や韓国など他国の成功事例を積極的に試すべき。・専門家（コロナ分科会）に期待し

ているのは、3ヶ月、6 か月先の感染状況を予測し、先手先手の対応案を内閣へ提示するこ

と。これまでの対応は現状の感染状況に対しての対応提言でありリスク対応として全く追

い付いていない。感染対策は失敗していると感じる。・Goto トラベルが第３波の引き金とな

ったことは誰が見ても明らか。決定した政府の責任は重い。（40 代男性） 


