
＜③その他＞ 

 

経済をまわせ（40 代男性） 

 

日本医師会や全国知事会の意見に左右され過ぎ。飲食店ばかり狙い撃ちするのはおかしい。

経済全体のことをもっと考えるべき。どれだけ失業者が苦しんでいるか…緊急事態宣言や

罰則は絶対に必要ない！新型コロナなんて、ただの風邪なのに騒ぎ過ぎている。過去インフ

ルエンザで亡くなった方はもっとたくさんいて、ここまで怖がる必要はないのに、経済のこ

とをもっと考えて緊急事態宣言を早く撤回すべき。（30 代女性） 

 

インフルエンザと同じ対応でいいと思う（30代女性） 

 

見えない敵に対する対策と言っても難しいですよね。ご苦労様です。一緒に乗り越えられる

日を楽しみにしています。（40 代男性） 

 

すべて自己管理。政治に、期待は、寄付、かかる人は、運命です。（50代男性） 

 

比較的よくやっている。（40代男性） 

 

騒ぎすぎ。煽りすぎ。検査し過ぎ。この騒動？が、がっちり国民の心を掴むチャンスだとは

思わなかったのかな？さすが自民！と、思わせる対策を講じたらよかったのになぁ。ピンチ

はチャンスなのに。個人で回してる小さく、黒字の飲食店や、中小企業にまで給付金が回っ

てる。バカなのかな？（40 代男性） 

 

特養に勤めている介護士です。職場もコロナでピリピリしています。仕事以外には何処にも

行けずストレスがたまってます。慰労金を５万円、行政からもらって喜んでいましたが、今

ではコロナが広がり家族を外食や遊びにも連れて行ってあげれず、家族にも迷惑をかけて

います。５万円の慰労金だけでは割りに合わない職業です。（40 代男性） 

 

対応が遅い等の意見もあるが経済をまわすことこそ政治だと考えているので対応に時間が

かかることはしょうがないと思う。（20 代女性） 

 

精一杯やっていると思いますが八方美人的になっていて結果中途半端な施策になってしま

っているような感があります。ですが今の状況であれば「最善主」ではないでしょうか。（50

代男性） 



概ねうまく対応してる（40 代男性） 

 

２種を早くに５種にすべきだった。（50 代男性） 

 

早く 5 類に。メディアも一様にコロナ不安を煽るのではなく、1 社でも正しい報道すれば支

持されるのに賢くはないなぁと。（20代男性） 

 

国民の為にお金を使うべき（40代男性） 

 

本音 本気 本質（60 代男性） 

 

経済対策よりも経済支援が必要（70代男性） 

 

特になし。（40 代男性） 

 

ようやっとる（20 代男性） 

 

現在の対応をいいとも悪いとも言えない。世界中を見ても上手くいっている対応がなく、経

済、医療のどちらを優先して対応をとるべきなのか、誰であってもこれが正しいと言える対

応は取れないのではないか。ワクチンに期待するしかないと思う。（50代女性） 

 

正解はないと思いますが、多くの人を守るために頑張っていただきたいです。攻撃的な意見

は少数派なのではないかと思います。（40 代女性） 

 

対応は良いと思うただ政府批判をしている人は自分を否定していると気付いてほしい選挙

で決めたのは自分です（40 代男性） 

 

経済に配慮した go-to キャンペーンは失敗だった。また、飲食店などへの助成金もきりがな

い。結局は税金からの支出となる。営業する側が工夫するべきかと思う。ライフスタイルも

ビジネススタイルも変わらなくてはならない。場当たり的支援よりも産業構造を淘汰する

位の抜本的対策が必要だと考える。（60 代男性） 

 

政府どうのこうのではなく個人の意識の問題なので政府が何をしょうが関係ない（40 代男

性） 

 

 



分からないなりに、頑張っている。徒に批判する輩もいるが、他の政党なら何ヵ月以内に収

束させられるのかと訊きたい。（50 代男性） 

 

経済社会の円滑運営と各種制限のバランスは難しいもの。政府や行政に頼るばかりでなく、

国民皆が協力して困難に立ち向かう姿勢が必要です。（40 代男性） 

 

政府の対応よりマスメディアの記者の質問の言葉が汚い（50代男性） 

 

感染症の指定を低くして、無症状者に対する保健所や病院の負担を軽くするべき。今のまま

では破綻してしまう。（40 代男性） 

 

特に無し（40 代男性） 

 

大した病気じゃ無いからインフルエンザ等々と同じレベルにして、何処の病院でも診療出

来る様にすべき！（50 代男性） 

 

新しい感染症なので、対応が後手になっても仕方ないと思います。（40代男性） 

 

Go To トラベルは観光の起爆剤として良かったと思うが、影での利権争いが見え隠れして

いて喜べない。（20 代男性） 

 

何を行っても批判、不平不満を言う輩はいますので、信念を持って対応をしてくれれば良

い。（60 代男性） 

 

拒否した事業者等への罰則や拒否した病院の公表なども検討されているようですが、緊急

事態宣言下にクラスターを出してしまうような一部企業等にも検討がなされるべきではな

いかと思います。（30代男性） 

 

飲食店に時短要請をしてお金をばら撒き、子どもたちの世代に借金を負わせるのはやめて

ほしい。若い人は致死率は圧倒的に低いのだからこれ以上経済の損失を出すべきではない。

高齢者と基礎疾患のある人が活動自粛すればよい。二類感染症の扱いをやめ、重症者のみ入

院措置でよい。高齢者は通常の肺炎やインフルエンザでも亡くなる。コロナだけが死因では

ないのにそれだけとって騒ぎすぎ。（20 代女性） 

 

2 度目の緊急事態宣言ですが、まるで飲食店だけが被害を受けているように思えます 結局

は個人の感染対策をしっかり行うことが大切だとは思うのですが…（20 代女性） 



コロナウイルスは、早くインフルエンザと同じ第 4 種にすべきだと思う。 PCR 陽性＝感染

者ではないのに、感染者としてマスコミが偏向報道するために世間は騒いでおりますが、

色々調べるとそんなに恐れるウイルスではないと思う。報道ではコロナで如何にもたくさ

ん亡くなっている様に見えますが、緊急事態宣言措置により影響を受けた方達の自殺の方

が、実際のコロナ死者より増えていくのではないのでしょうか？そちらの方が問題ではあ

りませんか。報道のせいでコロナで亡くなった数ばかり目立ちますが、これまでインフルエ

ンザで亡くなった人も多数いるのではないですか。この措置をとる必要性が全くわかりま

せん。（30 代女性） 

 

メディアの報道姿勢に大きな問題がある。（40代男性） 

 

即、指定感染症の第２種を 5種に変えるべき。マスコミ、世論に引っ張られて、政治が合わ

せているのは間違っている。政治はもっと断固たる理念を持って当たるべき。世情に合わせ

て政府動くのは最悪だと思う。（60 代女性） 

 

指定感染症の 5 類にするべき（50 代男性） 

 

マスコミが煽りすぎ（20代男性） 

 

すでにやり尽くしている感があり、後はワクチンの認証が速くおこなわれるかどうかに興

味がある。（40 代男性） 

 

全人類に振りかかった天からの警告です全人類の一人一人の自己責任を徹底させ、感染対

策を 100%実行させ自由に営業させるべき！ルールを作り守れなければ罰則をわたしのコ

ロナ対策案、長文になりますので郵送はかのうでしょうか？（70 代女性） 

 

特に無い（60 代男性） 

 

マスコミ・メディアの報道姿勢が酷い。煽ってるとしか思えない。地上波の放送は観るに堪

えない。（40代男性） 

 

政府の方も悪いが、日本国民も、ここまで判断出来ない密になりたがる馬鹿な特に若者層が

原因かと考え、いっそ淘汰されればと思います。経験はありませんが、戒厳令の様に数日間 

完璧に国民の動きを封じ込むのが得策と考えます。政府ばかりを責めてはいけません。国民

のモラルの低下？も関係あると思います。（60代男性） 

 



遊んでいたり海外へ行ったりして感染した不注意な人は隔離し、死刑に近い罰を与えるべ

きだ。今の日本は昔からの「正直者は馬鹿をみる」が罷り通り過ぎている。韓国に倣って、

安部元首相など懲役 20 年以上に絶対するべき。（50 代男性） 

 

一生懸命やってると思います（70 代男性） 

 

先が見えない。強いリーダーシップを期待します。禁酒法の時限立法。入試制度廃止の議論、

通年採用実施行程明示、連邦制の議論など。（70代男性） 

 

コロナの発端であり、今でも事実の隠蔽など誠意のない中国の責任を国としてもっと問う

べき。行政の対応は誰がやってもこんなもの。皆で知恵を出しあって協力して進めるしかな

い。批判に終始する連中の見識をこそ疑う。（40代男性） 

 

早く終息してほしい（50代男性） 

 

ワクチン摂取は個人の判断に委ねるべきだと思う。（50 代男性） 

 

難しいかも（50代男性） 

 

国民の自覚とこれ程死者が出た責任を知事に取らせればもっと真剣に対応すると思う。特

に小池都知事に金をばらまいても、キャッチフレーズではどうしょぅも無い。辞任してほし

い。（60 代男性） 

 

発症地域を特定し(中国である事は間違え無い)、拡散させた責任を追及し賠償金請求する必

要がある。少なくとも事実は認めさせる必要があると考える。(多分、ペドロ氏ではダメで

すけれどね！)（60 代男性） 

 

ビジネス目的の入国者に対しても、二週間以上の経過観察を行い、健康体のみ国内に入れる

べきだった。ビジネス名義で入国した外国人が、観光で入国し、感染対策をろくにまもらず、

新たにコロナウィルスを持ち込み、市中感染させていた。これについては、メディアが大き

く取り上げなかったのも悪い。（40 代男性） 

 

後手に回りがちではあるが、類を見ない新型感染症対策としては世界的にみてもよく対処

出来ていると思う（40 代男性） 

 

 



コロナへの対応が世界各国で様々で、正解が無く難しい舵取りの中、日本政府は日本のやり

方でコロナに向き合って凄く頑張ってくれていると思います。日本のトップ達が潰れたら

元も子もないので世論の批判ばかり目に止まらないようにしてほしいです。（30 代男性） 

 

特にない（50 代男性） 

 

多少緊急事態宣言が遅かったが出来るだけ様子を見て経済を維持したい考えもわかる。二

兎追うものは一兎も獲ずになりそうで怖い。（40代男性） 

 

新型ウイルスなので政策等の評価は、落ち着いた後になると思う。（経済も連動しているの

で、新型ウイルス流行前の水準にどのくらいの期間を要するかによる）（30 代男性） 

未知のウイルスである以上誰が政をやっても変わらない。ポジショントークを展開するマ

スメディアの責任は大きい。母集団の違う都合の良い数字を時々で使い分けて国民を惑わ

すのをやめるべき。結果としてマスメディアの信頼が失墜している事に気づくべき。（40代

男性） 

 

新しい脅威に対してマスコミは重箱の隅を突くような議論や報道ばかりに感じる。医療の

逼迫も重々理解はするが、そうでない医療関係者も多くいるのも事実かと思います。政府の

対応も不足しているところは多々あり、全国民が平等に恩恵を受けられるような整備に期

待します。（40 代男性） 

 

世界中どの国もコロナ対策と経済活性化は両輪であるがどちらも充実させることは極めて

困難である。個人に出来ることには限りがあることから政府の対応に従うしかない。（50代

男性） 

 

新型ウイルスなので何が真に有効な対策なのかは世界中が試行錯誤しており、その評価は

全て結果論に過ぎない。ストレス解消のための挙げ足取りや批判よりもまず政府を信頼し

て建設的な言動をすべきである。今の状態では特に若い人に自分が感染しても全て政府が

悪いのだから関係ないという逃げ道を作っているに等しい。無責任な批判こそ最大の感染

拡大要因である。（60代男性） 

 

メディアの妨害に負けず頑張ってほしいメディアは政府の妨害をするな（40 代男性） 

未知のウイルスに対して国民生活の「自由」を出来る限り維持するために適切に対応してい

ると思う。海外と比較すれば歴然である。（60代男性） 

 

 



この緊急事態での指導者は法律との兼ね合いはあろうが自己の責任のもとある程度の独裁

性をもって応ずる覚悟が必要、こう言うと直ぐにヒットラー、ナチスのようになるぞ！と言

うが民主主義国家のなかでは日本は特に成熟し過ぎて政治家のなかでも大衆迎合主義が常

になり民主主義の腐敗段階に進んできているようにも思われる。外交でも政治でももっと

自己を主張すべき！ このコロナ危機のなか、すべてのひとを満足させるのは無理、指導者

は自分が最善と思うことを覚悟を持ってすすめ、我々はそれをただしく評価する目と耳を

もちたい。（70 代男性） 

 

1 人 1人が気をつけるしかないと思います。（30代女性） 

 

政府のシステムに迅速に行動を起こすに必要な基盤がない事が特別に露見したと感じてい

る。（80 歳以上女性） 

 

経済も大事だし難しい問題だと思う（50代男性） 

 

対応が早いとは思わないが未知の感染症なのでやむを得なかった部分があった。反省すべ

きは反省し、国民に安心、安全な日本に導いて欲しい。（60 代男性） 

 

コロナと、コロナ恐怖症を区別する（60代男性） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの見直しが必要 2 類を 5 類に変更した

うえで個別の対策を行えば良いと思う（60 代男性） 

 

疾患を持ってる人は、大変みたいだけど、日ごろ躰にきを付けている人は、心配でも、相談

出来ない。スマホを持って居ない人は、どうすれば良いか分からない。（60 代女性） 

 

比較的感染者数が少なく落ち着いていた時期に、冬へ向けての対策や備えをしておく時間

は十分にあったのではないかと思いますので、政府だけではなく医師会などにも十分に準

備しておいて頂きたかったと思います。 また、現在の新型コロナウィルスの位置づけがエ

ボラ出血熱などと同等の部類とされているようですが、インフルエンザのように、民間の病

院でも診療出来る体制を早く作るべきかと思います。私自身は、コロナ禍以前から手洗いや

うがい、冬や震災などに備えてのマスクや除菌シートなど多少の備蓄は常にしておりまし

たので、マスク不足になった時にも、慌てなくて済みました。昨年一月に新型コロナウイル

スが報道された直後から、中国から日本に春節でたくさんの人が来ている事に感染拡大へ

の危機感をとても感じていましたし、日本国内でマスクを大量買い占めている人々の映像

を見て、マスク不足に陥る予感はあり、少し買い足しておいたので、不足する事なく過ごせ



ました。2020 年 1月の時点で、中国からの入国を止めて欲しいと真剣に思っていました。

また、報道が恐怖を煽り過ぎているのも事実だと思います。トイレットペーパーや紙製品、

除菌グッズや食料品の買い占めなど、報道が人々の恐怖心を煽り、それにより買い占め行動

に走った方も少なくなかったように思えました。こういった品々も、普段から使いながら備

蓄を続けていた私には、報道に左右されず、ちょっと買い足す程度で済みました。 ですの

で、昨年も品物を求めて並んだ事は一度も経験せずに済みました。寒空の下、テレビで見か

ける品物を求める人々の列はとても密な状態でした。情報がたくさん溢れている今、必要な

のは国民お一人お一人が自分自身で考え、必要な対策を講じて行動することにかかってい

ると思います。受け身ではなく自分自身の行動が、緊急事態宣言よりももっと強くこの感染

を抑える力になるものと信じています。（50 代女性） 

 

ウイルスに打ち勝つ知恵を共有できるといい。運動、栄養、ストレスの上手なつきあい方な

ど。！！（60 代女性） 

 

Goto キャンペーンに政府も国民も平和ボケで本当の危機管理がなってない。私自身はコロ

ナの第 2.3 波の方が津波のように勢力が大きいと思い基本的出歩いたりとあまりしないで

自宅で過ごしていた。一人一人の管理能力が欠如しているのでは？（50 代女性） 

 

中国に対し賠償金を請求してほしい。せめてコロナに関する情報の全面開示だけども請求

すべき。（50代男性） 

 

正しい選択は，難しいけど、運か勇気か解りません。（70 代男性） 

 

後手になっているようだが、専門家もわからないものであり、政府がもっとイニシアチブを

とり、力強く、自信を持ったぶれない発言を期待したい。（50代男性） 

 

感染拡大を抑える日本経済を潤す両立が大変と思うが検討を祈ります。（40 代男性） 

 

新型コロナにおける罰則規定を設ける必要はないと思う。実際に入院を拒否した人が何人

いるのか、罰則を置くことによって実効性が高まるのか、という科学的根拠が不足している

ように感じる。（20 代女性） 

 

批判を恐れずに思い切った対策をしてほしい（40代男性） 

 

対応が早くても遅くても叩かれる。本当に大変だと思う。野党及びメディア。批判するだけ

なら小学生でも出来る。（40代男性） 



政治の責任だけではない。（50 代男性） 

 

このまま、やむを得ない！と思う（50 代男性） 

 

間違えてはいない。絶対的に正しいとも思わない。ただ、メディアを含めた受け取り手が、

曲解、揚げ足取りし過ぎているのが現状だと思います。（30 代男性） 

 

不景気を何とかして欲しい。（30 代男性） 

 

法制度に則った行政以上のことをやり出す方がよほどまずい。人間一人の命よりも人類の

自由の方が重要ということを弁えて対応していると思う。（30代男性） 

 

新型コロナウイルスは、飛沫感染であると明確であるので、マスクを外しての会話は無し、

飛沫が飛んでいる可能性の場所に触れた可能性が有れば手洗い消毒を行う、を徹底するの

みだと思う。行動制限より自覚なんだけどと思う。（50 代女性） 

 


