
＜②注文＞ 

 

ワクチンをとにかく早く国民全員へ（50代男性） 

 

緊急事態宣言の期間は問題ないと思うが、規制はもう少し厳しくしてもいいと思う。例えば

時短ではなく休業にするなど。（20 代女性） 

 

口だけの緊急事態宣言や口頭注意だけではもうどうにもならないので、支援金を配るなり

平等に受けられる生活保障をするべきでは（20 代男性） 

 

早く、ワクチン摂取さすべき。（70 代男性） 

 

メリハリの効いた対策を部署横断でやって欲しい。出来るはず！（40代男性） 

 

対応のスピードアップ（70 代男性） 

 

まずは全国民に PCR 検査を受けさせスクリーニングするべきだ。（50 代男性） 

 

エッセンシャルワーカーを抱えている私としては、政府や厚労省の対策は少しずつ早くな

っているかもしれませんが、自治体に下りるまでに時間がかかっていると思います。自身も

エッセンシャルワーカーとしてサポートに入らざるを得ない状況の為、気が抜けず風邪さ

えもひけない状況です。ですが、医療関係ではないので、そこまで大変ではありませんが、

どうにか自治体対策が俊敏に回ることを願うばかりです。（40代女性） 

 

本当に経済を考えるなら、食糧や電力などのエネルギーに関する事以外の全ての機能を停

止して、空白の時間を作る位の強い政策をするべきだと思う。（50 代男性） 

 

ワクチンの接種体制のさらなる充実が必要（60 代男性） 

 

緊急事態宣言を全国に行い、対策は各県又は知事が連合して地域に合った細かな対策を行

うべきと思う（60 代男性） 

 

もっと厳しくて良いと思う。経済は止めてもいずれ戻す事が出来るが、命は無くせば戻る事

はない。（50代女性） 

 



出歩く人に罰則するなら 病院の料金を保険料がきかないふうにすれば良いと思う（40 代

男性） 

 

自粛では阻止できない。マスク非着用や不急外出は過料で取り締まるべき。 営業短縮違反

は罰金、保障は十分に。（70代男性） 

 

世の中が少し緩んでいる感があるので、一度、引き締めて、ワクチン後、5類に。そのタイ

ミングで、治療薬を早期承認して、種類を増やしておいて欲しい。（50代男性） 

 

PCR 検査簡単に保健でうけられるように（70代男性） 

 

商用外国人の入国を止めるのに例外をつくるな春節の中国人の入国を許すな（50代男性） 

 

もっと厳しくするべき、特に若者言うことを聞かないので、このままだとオリンピックの開

催できるわけがない、罰則をつけるべき、早くしないと日本の経済ほんとにやばいと思いま

す、そうなったら本当の手遅れです､1日でも早く罰則をつけることを期待しています。（40

代男性） 

 

ワクチン接触の効果が期待できるまで国内外問わず移動禁止体制(必要時は潜伏期間待機&

陰性結果)を敷き、感染者エリアは全員検査を行い隔離し、事業商業を動かす。（50 代男性） 

 

医療、福祉従事者に給付金を。医療も福祉も職場大変です。（40 代女性） 

 

早めの対応が必要（50 代男性） 

 

経済とコロナ対策のバランスを考えて対策を取ることは、非常に難しい。いずれかを 1 か 0

には出来ない。このような場合には、現場(知事)任せでは混乱するだけである。こういう時

こそトップダウンで強く舵取りを進めるべきである。コロナ感染は、誰も悪くない。こうい

う時こそ首相がいい意味で１人悪者になってほしいものである。（60 代男性） 

 

ロックダウンを 1 ヶ月して最低限の補償を個人、事業者にするべきだと思います。劇的に

感染者を減らすにはそれしかないと思います。（40 代男性） 

 

いくら新型コロナウイルスとうまく付き合っていかなければと叫んでも、感染してしまっ

た人たちへの心的なケアや、周囲の人たちへの意識改革を充実させないと、感染＝悪という

偏見は無くならないのではないか。その部分の対応も軽視せず行っていただきたい。（30代

男性） 



今回の対応を参考に、次のウィルス感染拡大の防止に役立てて欲しい（50代男性） 

 

緊急事態宣言を一日でも早く全国に出すことコロナが落ち着くまで緊急事態宣言を解除し

ないこと（30 代男性） 

 

確かに経済をまわすことは必要。でも今は、国民の命を守って欲しい。親が死んでしまった

ら子供はどうするの？子供が死んだらどうしてくれるの？皆守りたいものがある。ロック

ダウン検討して欲しい。その後でも経済をまわす事は可能。首相も可哀想だと思う。けどト

ップだからもっとしっかり国民を守って欲しい。医療従事者の意見をもっともっと聞くべ

き。給付金も仕事が減って足りるわけがない。国民の事もっと考えて欲しい。（30 代女性） 

 

国民に明確に伝わる簡単明瞭な説明、例えば人出が多ければ感染率は急上昇し、少なければ

下降する事を何度もグラフで示すとか、昼間も危険、感染者が無症状でも周囲に感染させる

率が高い、若者でも深刻な後遺症が残る症例があるなどの注意喚起を繰り返し時期を失わ

ずに行う事で、国民の理解度は飛躍的に高まると思われる。（60 代男性） 

 

命を落としかねないのに経済対策までは無理。まずは経済を止めても収束させるべき。（50

代男性） 

 

国民全部 PCRお願いします（40代男性） 

 

一部の業種ばかりを助けるのではなく、国民平等に給付金を出すべきと思います。国会議員

等は除く。（50 代男性） 

 

現金給付しろ（40 代男性） 

 

もはや個人個人が自粛や感染症対策がまともにできないため、こういった緊急事態宣言を

出さざるおえないが、前の緊急事態宣言の時にように一時的に減っただけにならないよう、

個人個人が自粛、感染症対策をできる或いは、させる政策を期待する。また、前回の緊急事

態宣言後、ほとんどの地域で終息していたにも関わらず、東京だけ終息しておらず、全国に

また広がってこういった状況が今まで続いてきたように思える。これは東京の個人個人の

意識の低さもあると思えるが、電車や徒歩主体の、人と接触が多い構造にあるのではないか

と思われる。また人口が多すぎることのも原因であると考える。つまり、政府は、この事態

と解決するためにも、こういった東京の構造、人口の過密といった問題を解決する必要があ

る。（20 代男性） 

 



厳しい対応を望む（40 代男性） 

 

やや遅い。 学校を休校にして一気に九月新学期にすれば良い。（70 代男性） 

 

医療体制、医療関係者への対応を十分に行ってから GOTO などの経済対策をするべきだ。

（40 代男性） 

 

都道府県にコロナのお金をあげたら、無駄遣いされてしまうので、国民に直接あげたほうが

いい（30 代男性） 

 

市町村ごとの感染者数を露骨に公開するべき！これに尽きる！そうすれば危機感を国民は

もつだろう。（50 代男性） 

 

全国民の協力を得ないとコロナには立ち向かう事は不可能。地域限定で緊急事態宣言を発

令し、その補填として 1日 6万円の補助金や助成金の延長等の対応を取ってくれているが、

緊急事態宣言を発令されていない地域の飲食店の事を考えているのか。発令されていない

地域の飲食店も経営はかなり厳しいと思われる。そうであれば、全国に緊急事態宣言を発令

し、一律に助成金を検討すべきかと思う。助成金等で使用した費用は、後々我々国民が返済

していく事は、全ての方が理解していると思う。そうであれば、企業（働く場所）を無くし

てはならない。今を乗り越える事は勿論のこと、未来の事もしっかりと見据えて検討してい

ただきたい。医療従事者の方達には、未知のウイルスに立ち向かっていただき、感謝の言葉

しか出てこない。医療現場を守るためにも、海外への出入国を規制し、日本を守るべき。そ

して、全国民の協力を仰ぎ、コロナに立ち向かっていただきたい。（30代男性） 

 

外出自粛や時短営業など「お願い」という言葉だと、守らない人と守る人が出てきて、結局

正直に守る人が損をするという不公平な世の中になってしまう。なので人によって受け取

り方の違いが出る言葉ではなくて、制限することと制限しないことをハッキリと区別でき

る言葉でメッセージを発して欲しい。（40 代男性） 

 

給付金支給して下さい（40 代女性） 

 

国民の健康を守るということを最優先に科学的データに基づく政策を打ち出して欲しい。

（60 代男性） 

 

時短営業ではなく、1人利用やテイクアウトを推奨すればよい。（30 代男性） 

 



補償金を出して全国に緊急事態宣言を出してコロナを抑えて落ち着いてから復興税のよう

なかたちで全国民から徴収したらいいと思う。（50 代男性） 

 

経済よりコロナ対策を重視すべきオリンピックもあきらめた方がいい（60代男性） 

 

非常事態宣言を全国に展開する。（60代男性） 

 

オリンピックがあるため難しい舵取りだと思う。罰則規定を設けるのであれば、もっと大胆

な経済政策が必要。また、医師会に対する強制力が弱い。病院への支援策も不十分だし、医

療関係者へのメンタルケアも必要。（50 代男性） 

 

コロナ対策が経済との両立が必要であることは理解できる。しかし現在のような中途半端

な施策はダメージを長期化させるだけ。鉄壁な対策(全国に緊急事態宣言発令、外出禁止令

などの完全規制)を短期間実施する方が、結果的に経済的には得策である。（50代男性） 

 

全国にコロナ感染者が広がっていて、医療も限界まできていて、絶対にロックダウンをすべ

き。東京オリンピックなど無理だ。（30 代女性） 

 

早め早めに対処するべきだと思う（70 代男性） 

 

午後 8 時以降の飲食店のみ時間を短縮をしても、正直意味がないと思う。1人での来店以外

はお断り等人数制限での予防にした方がいいと思う。（30 代女性） 

 

本当に困っている会社、医療関係、お店に補償を。コロナ収束後に成り手が減るのが経済の

大打撃になると思います。農業とか、漁業とか。（40代男性） 

 

保証も罰則ももっと徹底的にすべき（30代男性） 

 

休業要請はいいが、補償は一律ではなく規模に応じてするべき。また、関連業者の補償は、

売り上げが半減でされるが基準が厳しすぎる。（60 代男性） 

 

都道府県の枠を越えて全国的に入院患者を分散させること、PCR 検査などを大規模に実施

して無症状者をあぶり出し隔離を行うことで感染者数や医療の問題を解決していけるので

はないかと思う（30代男性） 

 

 



もう少し厳しく、しかし売り上げが減少するお店や企業にはしっかりと充分な補償を。それ

から若者に対しての呼びかけは若者に影響力のある有名人とかに呼びかけてもらったほう

が効果があるのでは？（60 代女性） 

 

時短要請等の制約がなされているのは事実だが、飲食店等一部の事業者にのみ補償がなさ

れる現状に不公平感が強い。日本全体が少なからず影響を受けているはずであり、その意味

では国民に一律に支給した方が納得感がある。（40 代男性） 

 

・年代別に対応を分けるべき。 →若い人は経済を動かさないと衰退する。年寄りは家で大

人しくしてもらう。・コロナ専門病院を国費で作る。・オリンピックを中止にする。 →オリ

ンピック役員に無駄な国費が流れるだけ。（20代男性） 

 

検査 検査（60 代男性） 

 

強いて言うなら、飲食店などの営業などがいまとても厳しいのでもうちょっとでも良いか

ら、より手厚い援助をしてもいいんじゃないかと思う（20 代男性） 

 

医療、介護従事者などだけでなく、世の中を支えるインフラ、物流の現場で働く人への慰労

金があっても良いと思います。（40 代男性） 

 

やるなら誰の事とか気を使わずに短期間で会社等を出来るだけ強制的に休みにするべき。

（50 代男性） 

 

もう少し早く色々い動いたほうがやりすぎと叩かれることがあっても機能してないと言わ

れることはないのでそうしたらいい（18、19 歳男性） 

 

緊急事態宣言が出てない地域でも、コロナが感染拡大した当初から、最大限の自粛や、我慢

をしている国民は、沢山います。自分自身や、家族や、大切なひとたちを想って！ それな

のに、自分の欲望のままに、好き勝手な行動をする人達は、公表したり、罰則を受けても、

仕方ないと思う。感染拡大は、結果、死を招くものだから！ 間接的に、殺人行為と同じ事

です！と、私は思います。ワクチンには、希望を持っていますが、安全性に着いては不安が

あります。現状では、まず、医療従事者から接種との事ですが、それって、本当に正解でし

ょうか？もしも、重大な副作用等が出てしまった時、ただでさえ逼迫している方達が、更に

試練にさらされる心配はないでしょうか？私は、まず、政治家の皆さん全員に接種して頂き

たいです。身を持って安全性を確認してから、医療従事者の方々への接種をお願いしたいで

す。（60 代女性） 



早く特措法を改正して海外のように厳しくコロナ対策を出来るようにするべき。（40 代男

性） 

 

入国の際の二週間隔離を例外なく徹底して行うべき。台湾を見習ってほしい（50代男性） 

 

やるならやる、中途半端は逆に混乱する。諸説多数あって何を信じて行動してよいかを明確

にする。（30代男性） 

 

都市封鎖すべき！！（50代男性） 

 

なかなか日本の体質上、「強制」や「禁止」など強いワードは使えないのは仕方のないこと

ですが、もう少し先々のことを考えて、人が外に出ない策や、出なくても国民の生活を守れ

る術を考えた方がよいかと思われます。また、国民には、小手先の策しか説明されないので、

オリンピックまでや新型コロナウイルスの収束までをどのように描いているかを踏まえて

いることまでを説明して、策を明らかにして欲しいと思います。（30 代男性） 

 

感染症対策は、強く短く行うのが良いと思う。政府は、真逆の緩くダラダラ行なっている。

医療体制充実にも力を入れてべき。医療と休業補償にもっとお金を。（60代男性） 

 

経済優先も解るが、国と言う大きな組織を動かすには時間がかかる事を考え、先手でものご

とを判断して欲しい。（50 代男性） 

 

とにかく一律給付をやるべき（30 代女性） 

 

新たな支援策持続化給付金家賃支援個人給付金等（50 代男性） 

 

給付金を早急に出すべき（30 代女性） 

 

検査を全国全員に実施感染者を早く見つけ隔離感染者を減らす事感染者を見つける事にお

金を使う事（70代男性） 

 

まず、緊急事態宣言を政府自身が重く受け止める必要がある。外国との行き来を最小限に

し、不要不急の外出を控えるよう熱心に訴えるべきだ。中途半端な政策ではかえって自粛期

間が長引き、経済的な打撃も大きくなる。また、生活困難者への対応も遅れているので、早

めに支援を行うべきだと思う。（30 代男性） 

 



助成金の拡充（40 代男性） 

 

ワクチン承認の早期化と医療従事者の支援の充実（40 代男性） 

 

短期のロックダウン（50代男性） 

 

もっと早めの対応が必要だと思う（50 代男性） 

 

取り敢えず急ぎ大中小とわす、すべての企業に手厚い支援を特に罹患して休業を余儀なく

された 個人企業、零細企業は社長が罹患すると 3 ヶ月は仕事ができません。持続化給付

金も新規の特別借り入れももう使い果たす寸前です。とにかく、経済対策をしっかりと御願

いします。経済をフル回転させるにはまだまだ時間が掛かりそうです。それまで生き延びる

為にはせめて、借入金の返済免除位はしないと日本中の中小企業は確実に死にます。決算が

怖いです（60 代男性） 

 

コロナ対策を最優先に、経済対策は、コロナが収束してからで良い。病床確保や人員確保な

ど早めに対応して欲しい。（60 代女性） 

 

もっと強く外出自粛を伝えてだらだら長引かせない。百貨店や学校もすべてロックダウン

にするべき（30代女性） 

 

必要な法律を早急に制定し、法的根拠のもと感染防止を徹底いただきたい。（50 代男性） 

難しいとは思うが、その難題を解決するのが政治家の仕事だと思うので、しっかりとした対

策を考えて舵取りをして欲しい。（50代女性） 

 

医療関係者に手厚く対応して欲しいです。（50代男性） 

 

危機的状況にあることをもっと科学的に定量的に伝えるべき。影響のある業界をもっとし

っかりケアすべき。（40代男性） 

 

現在の法体系下では応策が限界で早急な法整備が必要。特に 40歳以下年齢層の動きを止め

る（飲食店での会食等）為の早急な対応が必要。（60代男性） 

 

未知のウイルス、何が正解か解らな中どう対応すべきなのか手探り状態で何をやっても批

判を受けて大変でしょうが時短営業、休業になり出勤をへらされたり、仕事がなくなったり

して収入が入って来ず生活が苦しいのも事実です補償金等をして欲しいと思いますただじ



っとしていろって言われてもお金がなければ無理！ このままでは不安！ 国民の為とお

考えなら国会議員の給料を給付金に回すとか、国民の生活、命が、掛かっていると言うなら

今桜を見る会を議論している場合でしょうか？現実をしっかり見て最善を尽くして欲しい

です（50 代女性） 

 

罰則はお店でなく、ルールを守らない個人にすべき（50代男性） 

 

重い罰則を設けてでも 1ヶ月間完全に外出不可にするべき。病院、食料調達以外。（20代男

性） 

 

お願いでは、ルールを守らない人が多い。厳格な指示と、十分な保証を行うべき。（40 代男

性） 

 

中国、韓国からの出入国を例外的に認めず、一律入国制限するべきだ。（60 代女性） 

 

もっと早く厳しく、皆が痛みを伴う政策を期待する。（50 代男性） 

 

・病床を拡大する取り組みの強化・２類からの格下げ（50 代男性） 

 

国民に再度給付金を支給してもらいたい！全ての人に平等である。（70代男性） 

 

医療現場の早期改善と、体制強化にお国の予算をざぶざぶ使いなさい。公務員は減給、その

他の国民は、一人一万円の支払いを給料天引きして医療費に充てる（60 代男性） 

 

全国の病床数に対する民間病床の割合が高すぎるように思う。今後に備えて国公立の病院

等を感染症専門病院として整備すべき。（60 代男性） 

 

島国なのにここまでコロナが蔓延している原因は、政府の緩い施策に要因があると思う。国

民が同じ方向を向いてコロナを封じ込むことの出来るよう自粛にはある程度の強制力を持

ち、スポーツや趣味の集まり・家族同士以外の外食に制限をもうけ、コロナの影響で職を失

った方に、別の仕事を紹介出来るシステムを作り、通信会社や電力会社と連携して一人暮し

や高齢者のみの世帯の生活の見守り、コロナから身を守る為の知恵を国民に与え、国民の命

と生活を守って欲しいと願う。（50 代女性） 

 

現在病院に入院することができず、自宅や宿泊所で待機している人がたくさんいますし、今

後さらなる増加が予想されます。その待機中に急変して亡くなる人が増えています。これを



抑えるためには、家庭でも治療薬を服用できるようにしなければいけません。錠剤で簡単に

服用できるアビガンを、早く承認することが大事だと思います。現状では有効な薬が何も服

用できてない状態です。これを早急に解決しなければいけません。（60代男性） 

 

本当に大変だと思います。はじめてのウイルスに対してご苦労されていると思います。国民

もみんな同じ思いだと思います。ただ、政治家の方はお金持ちです。政治家だけで対策を立

てるのは限界があると思います。庶民の意見を合わせて対策を作れるよう、庶民の声をきく

機関があればと思います。例えば、駅のトイレにはアルコール消毒は置かれていません。駅

のトイレは不特定多数の人が使います。必ず置いておくべきだと思います。ほんとに小さな

ことかもしれませんが、防げるところはまだまだ沢山あると思います。それは政治家だけで

はわかりません。国民の声を聞いて、みんなで考えていけたらもっと良くなるのではないか

と思っています。（40代女性） 

 

・緊急時なのでヨーロッパのように法律を制定し、補償とセットで私権を制限できるように

した方が良いと思います。・インフルエンザに感染したことがありますが、ワクチンよりも

治療する薬の方が重要と思います。（60 代男性） 

 

まずは行政が見本を見せるべき。企業の経済を止めるなら国の全体的な歳出も少なくし、経

済対策や国民の生活維持に当てるべき。この期に本気で議員削減、政党助成金の削減など議

員歳出を見直すべきだと思う。（40 代男性） 

 

ワクチンの普及に期待します。休業補償については利用者が心配しなくても良い仕組みを

充実してあげてください。（30 代男性） 

 

緊急事態宣言下では、もっとしっかり接触機会を減らすような対策が必要だと思う。学校

も、諸外国のように、オンライン授業への切り替え(対応不可な家庭へは貸与などして対応)

をすぐに行えば、ここまで授業が遅れることもなかったと思う。無症状な感染者を増やす政

策を続ければ、感染者は減らないと思う。（30代女性） 

 

ホテルや船の一棟一隻買い上げ丸ごとのコロナ専門病棟化など、全く新たな発想を通じた

医療崩壊対策の方が、緊急事態宣言やら goto なんたらバラマキより、遥かに有効かつ必要。

（50 代男性） 

 

自粛で支出が格段に上がっている。もう一回給付金が欲しい。（30 代女性） 

 

 



熊本県民ですがコロナに対する意識が低く感じますもう少し県や国の呼びかけなどの対策

をされた方がよいかと自分は大丈夫とばかりの人だとしっかり対策されてる人達がバカを

見るのは間違っている今は反コロナの人達がマスクを外そうの会を開いて居ますがそれに

対しての対策もお願いしたい（20 代男性） 

 

今一度、入国者の制限を検討して欲しい。今がどう言う状況で、先の見えない不安に対して

道筋を示してくれるとまだ安心出来る。（30 代女性） 

 

政府はなるべく国民個人の努力で、感染拡大が防げればいいだろうと考えているようであ

るが、緊急事態宣言再発令が出ても、街は発令前と何も変わっていない。国民の自助努力で

は、感染は抑えられない。強い規制力をもって、不要不急の行動を抑える指示を発出すべき

だ。（30 代男性） 

 

今回の対策は甘すぎと思うし飲食店ばかりを対象にし過ぎだと思う。整体・カイロプラクテ

ィック・リラクゼーションなどの個人事業主なども時短を要請して保証を確実に付けて欲

しい。（50 代男性） 

 

休業を要請するのであれば、売上に対する補償金を支給して頂きたい。（30 代男性） 

 

昨年に対して収入が減って困ってる、その中でも中途半端に減っている。そういう私達みた

いな人にも何か支援でもあればと思います。母子家庭などには支援がありますが、私で例え

ると子供が 1 人で妻は病気で働く事が出来ない。収入源は私 1 人だか、その私が収入減に

なっています。共働き家庭であれば、何とかやりくり出来ない事なくても家族で 1 人だけ

の収入家族は困ってるのが現状です。（30 代男性） 

 

PCR 検査を国主導で検査し、事態を把握して科学的検知にもとずいで、対策を国がしめし

て欲しい、国民にお願いばかりしたいで、リーダーシップを発揮してほしい。（50 代男性） 

 

医療従事者への保証をもっと手厚くしてほしい。（30代女性） 

 

お店の年間収入をみて資金援助を決めないと公平じゃない。時間がないなら年末調整で。テ

レビでも言っていたが大手の飲食店も支援がいる！（60代女性） 

 

事業者に給付金を出す際は、事業規模に比例して額を設定した方が良いと考えます。（40代

男性） 

 



緊急事態の場合は、要請ではなく強制力で国を始動出来るよう法の改正が必要だと思う。一

斉のロックダウンは経済的にリスクはあるが、短期間のロックダウンを一度実施してみて

はいかが… と思う。（70 代女性） 

 

より強い制限と医療への支援が必要（50代男性） 

 

春節終わり、およびそれ以降の外国人新規入国禁止を期待します。（30代男性） 

 

国民の行動を変容させる新たな対策/規制が必要だと思います。（20 代男性） 

 

全国緊急事態宣言の発令で新型コロナの感染者をゼロに近い数字に持って行く。（60 代男

性） 

 

また 10万円が欲しい。（30 代男性） 

 


