
早くワクチンを接種できるような体制構築 60代男性
ワクチン接種を早めに進めて欲しい。確実に希望者にゆきわたるように
して欲しい

70代⼥性

ニュースでは批判している意⾒も⽬⽴つが外国に⽐べて感染者数も少な
いし、かなり対策できている⽅だと思う。⾃粛できず感染した⼈たち
は、国⺠ひとりひとりのモラルの問題なので、それは政府にはどうしよ
うも出来ないから仕⽅ないと思う。

30代⼥性

後⼿対応 60代男性
ワクチン接種の迅速な対応 60代男性
具体的な対策を出してしっかりやっていかないと、⻑くつきあっている
のでだれでしまっている。基本をしっかり守ってマスクの徹底をやる。
皆の意識をもう⼀度⾼める。宣⾔を延⻑しただけでは駄⽬だと思います

60代男性

わからない 60代男性
後⼿後⼿でうまくいかない 50代男性
頑張って徹底対策をやってると思う 30代男性
外出⾃主規制を徹底的に⾏い感染”0”を⽬指す。 60代男性
対策が遅すぎる。  保証が少なすぎる。  税⾦を上げたり、政治家や公務
員の給与を削るなりして、もっと対策すべき。

40代⼥性

規制が緩すぎる。やるなら法的罰則を含めて限界体制を取らないと、終
息は難しいと思います。

40代男性

現政権になってから、曖昧に事が進んでいる。  施策は後⼿を踏んでいる
し、⼤丈夫か？⽇本！

50代男性

コロナで国の資⾦が無いのだから全国の議員定数を半分に減らして無駄
な⼈員を削除して欲しい。企業なら⾚字になればまず⼈件費を減らすの
があたりまえ。何で誰も考えない！皆⾃分の⾦が欲しい議員ばかり。給
料も半分にして国の為やる⼈だけにしたら!?

70代男性

何かしてるのですか？ 50代⼥性
そろそろ、⾊々な意味で限界に来ていると思う。  ⾃粛は当然続けるが、
それによって経済がさらに回らなくなると、結局⾃分の⾸を絞めること
になりかねない。

40代男性

とにかく阻⽌！ 70代男性
不要不急の外出に対しもっと罰則を強化すべき 40代男性
コロナを問題視しすぎて経済が停滞している。冷静な判断で、景気対策
を早急に。

50代⼥性

千葉県独⾃⾊が薄い。千葉駅の⼈出は変化なし 60代男性
はやく終息を 60代⼥性

◆政府や千葉県の新型コロナウイルス対策について、あなたのご意⾒を⾃由にお書
きください。



特にない 50代男性
対応がいちいち遅い  もっとスピーディーに⼒強くやって欲しい  飲⾷店
に6万円垂れ流す不公平な愚策はすぐにやめるべき

50代男性

終わりが⾒えない 50代男性
森⽥知事のリーダーシップがないため 独⾃の対策がない。 50代⼥性
ワクチンが全ての場所に⾏き渡らせて欲しい 70代⼥性
メッセージの発信が弱かった 50代男性
判断が⽢い。もう少し強く厳しい指⽰を！ 40代⼥性
早期ワクチン接種 40代男性
ワクチン接種のスピード加速に全⼒を尽くして欲しい。 60代男性
もっと検査をすべき。 70代男性
政府に対してですが、緊急事態宣⾔と給付⾦はセットと⾔っておきなが
ら、今回の緊急事態宣⾔では給付⾦は⽀給しないのはおかしい。

50代男性

なし 40代男性
国や千葉県に新型コロナウイルスの対策や補償等しっかりとしてもらい
たい。

20代⼥性

⽇常⽣活の中で⼈の移動は⽌められない。ならば「stay home」を叫ぶよ
り感染防⽌⽅法等々の対策をPRするべきだと思う。

60代⼥性

しっかりと⾃粛を要請してほしい  ⽢すぎる❗ 40代男性
指導⼒ある発信が必要! 共同無責任になっている。 60代男性
政府や東京都の後追いではなく独⾃の政策を望む 50代男性
曖昧で中途半端なものが多い  対策しても経済との折り合いがつかずどち
らも満⾜になっていない

20代⼥性

⼀律定額給付⾦を出し2ヶ⽉間完全不要不急にしていただきたい 50代男性
今ので良い。 80歳以上男性
対策が⽢い 50代⼥性
対応がずさん 30代⼥性
担当はよくやっているのではないか。  ⾜を引っ張る議員は免職 40代男性
蔓延への防⽌対策をいかにして県⺠に守らせてゆくかを具体的に⽰さね
ば！

80歳以上男性

失敗しても思い切った⾏動をして欲しい 50代男性
経済よりコロナ抑え込み優先 60代男性
無し 50代男性
千葉県独⾃の対策の検討が必要。 70代男性
国⺠の⾃助に頼りすぎていて、感染者を減らす効果的な対策を打ててい
ない。  また、特定業種のみのどんぶり勘定な⽀援が不公平感極まりな
い。

50代男性



千葉県知事へ  ・感染拡⼤防⽌の観点から、守って欲しいことを具体的
に、体温ののった⾔葉で、県⺠に訴えてほしい。

60代男性

⼀度決めたことをコロコロ変えて、何を信⽤すればいいのかわからない 20代男性
今さらだが、今年の緊急事態宣⾔の最初、もっと厳しくすべきだった 50代⼥性
無策すぎ。 50代男性
どんな政策でも不満は出るので全員に⼀律⽀給してほしい。 50代男性
はやくなんとか 60代男性
妥当だと思う。 40代男性
とにかく全国⺠分のワクチンを早く確保してほしい。 60代⼥性
後⼿後⼿の対応ばかりで、呆れる 60代男性
はやく、コロナのワクチン接種を実施して欲しい。 60代男性
特にない 50代⼥性
国⺠へのお願いではない拘束⼒のある緊急事態宣⾔の⽅が、早期収束に
向かうのではないか。

50代⼥性

コロナ感染対策と教育現場の改善 50代⼥性
今の施策が精⼀杯 70代男性
⾒えて無いので、持病があり怖い。 60代⼥性
緊急事態宣⾔の延⻑！  経済的な衰退が⼼配！ 60代男性
ちゃんとした対策をして欲しい。何もしていないから千葉は減らない。 50代⼥性
対処していると思うが、なにをやっているのか⾒えていない。  千葉県の
新規感染者、病床使⽤率は⾼⽌まりしていて、とても不安

60代⼥性

もう個⼈個⼈の問題なので、なにを対策しても効果は変わらない気がし
ます。  菅政権を⾮難ばかりするのは、なんか違うと思います。  少しず
つの収束を祈るばかりです

50代⼥性

⽢い 50代⼥性
医療従事者や介護職員に優先・すみやかにワクチン接種をお願いした
い。

70代男性

県⺠みんなが抗体検査を安値で受けられると良いと思う。 50代⼥性

１⽇の感染者数が東京都よりも増え、不安が募る⽇々ですが、政府関係
者様は⼀⽣懸命に動いていると思います。⽇本国内だけの問題ではなく
世界規模で苦しめられている問題なので、誰の責任でも無いので、国⺠
⼀丸となって乗り越えていきたい。  ただ、⾃分の⾝近な⼈間でコロナの
影響により仕事を失い⽣活が出来なくなり命を絶った⽅がいます。どう
か命を繋ぎ⽌める為にも、経済的⽀援(現⾦給付)に⼒を注いで頂きたいで
す。

20代⼥性



⾮正規の仕事の為ギリギリで⽣活していました。  仕事は続けています
が、他の仕事が減ってしまい、私の働いている店に沢⼭新⼈が増えたた
め⾃分の⼊れる時間がかなり削られてしまいました。⽣活が更に苦しく
なって⾟いです。

50代⼥性

ない 50代男性
コロナ対策を何もしていない。検査を拡⼤してコロナの囲い込みぐらい
は、実施すべきと考えている。

70代男性

⻭磨きも〜しないと菌が⾶び散る!! 40代⼥性
無策のまま緊急事態宣⾔をしてても意味がない 40代男性
検査体勢の充分な拡充を望みたい。 60代男性
今回の緊急事態延⻑に賛成します。⼀⽅、飲⾷業者他、影響⼤のお店な
どへの補助はしっかりしていただきたいと思います。

70代⼥性

少し減ったからと緊急事態宣⾔をすぐに解除してまた繰り返すのでは？
それですぐにGoTo事業とか本当にやめてほしい。飲⾷店以外にも⼤変な
所はたくさんある。平等に⽀援をしてほしい

40代⼥性

充分です 50代⼥性
神経質になりすぎているような気がする 30代男性
地域によっては病床の逼迫数は違う。つり上げてるのは、千葉市や船橋
市など都市部だ。地域ごとに宣⾔を出すべきだ。  東京都の顔⾊を窺って
いる場合ではない。

20代男性

可もなく不可もなく  未曾有の事態に対する対応としては、こんなものだ
と思います。

30代男性

ワクチン接種は、安全性が疑問で、感染症区分をコロナとインフルエン
ザを同じようにすれば良いと思います。

60代⼥性

早く予防接種を多くの⽅に受けられるようにして頂きたいと思います
❗

70代⼥性

雇⽤の確保 60代男性
感染者が減らないので⼼配。早く収まって欲しい。 70代⼥性
⼀部の⼈しか使わないとgo toは必要ない  協⼒⾦で⾞を買い換えたとかあ
り得ない  不平等すぎる

50代男性

透明性のある政治を望みます。 70代男性

ただ緊急事態宣⾔を1都3県を2週間延⻑したところで感染者が減るとは思
えない。  都内からも集まってくる船橋の東京ベイららぽーとは混雑して
いる。    商業施設の混雑は避けなければならないのに実際は混んでい
る。そういった所から改善して欲しい。

50代⼥性



政府は世の中の⼀般⼈の⽣活がわかってない気がします。  ⾃分たちの給
与の他にも使えるお⾦を給与から⽀払うくらいにしないと⺠間の⼈の⽣
活は分からないと思う。コロナ対策については今のままでも結局は⼀⼈
⼀⼈の考え⽅が違うのできちんとした対応をとってもらいたい

40代⼥性

飲⾷店以外にも、特にイベント業界はかなりの打撃を受けています。  そ
の⼈達への補助は全くないのはなぜですか？？  飲⾷業より⼈数が少ない
からでしょうか？  コロナ初期はライブハウス批判があったこともあり、
イベント業界が⼤打撃を受けていることは想像出きると思うのですが、
彼らの仕事は飲⾷業より後にならないと再開できないので、多少なりと
も補助をしてあげるべきではないですか？？

30代⼥性

ワクチンをいち早く。 50代男性
もっと完全にロックダウンするべき 60代男性
対策と⾔えるようなことをしていないと思います。 50代男性
対策がいつも遅い、どうしたら早く終息するか、⾊々な⼈の知恵を駆使
して対策を、考えた⽅が良いと思います

60代⼥性

政府はあらゆるチャネルを使ってワクチン確保に動いてほしい。併せ
て、海外渡航⽤にワクチンパスポートも導⼊してほしい。千葉県は円滑
にワクチン接種が出来るよう準備を進めてほしい。

30代男性

⾏政書類の電⼦化、  電⼦申請や住⺠票なども⾃宅PCで印刷可とする制度
作り。コロナ対策は、いつでも何回でもPCR検査できる体制作りで費⽤
の問題はコロナ終息後に税⾦対応する。

50代男性

新型コロナウイルスの感染拡⼤を収束させるための具体的な数値を⽰し
て欲しい。

70代男性

感染原因を解析して公表することで、感染防⽌を徹底して欲しい。 50代男性
新規感染者を、増やさない⽅策を取って欲しい。 70代男性
この1年間のコロナ対策を考えると、現 森⽥や⾃⺠党は信頼性が無い。 60代男性
PCR検索を重点的に実施し、キャリヤを探し出すことが充分でない。具
体策が希薄。

70代男性

検査の拡充  正確な情報開⽰ 60代⼥性
ワクチン普及が始まっても、あと2〜3年は様⼦を⾒た⽅が良い。  正直以
前と同じ環境には戻れないので、各々新たに模索していく必要がある。
オリンピックは4年づつずらせば良い。

30代男性

常に後⼿後⼿になっている気がする。 60代⼥性

全く危機感がないのは政治家などだと感じている。実際千葉県では、
PCR検査もあまり率先してやっていないし、無症状者が所畝ましと居る
と思う。そして、週末や休⽇ゎどこを⾒ても他県ナンバーばかり。こう
いう時にはアクアラインを5,000円とかにするとか対策すてくれなきゃ、
いくら市⺠が気をつけたって意味がない。そして、減ることはない。

30代⼥性



千葉県はコロナ患者がなかなか減らない中での緊急事態宣⾔延⻑は良
かったと思う

30代男性

コロナ対策は⼗分頑張っていると思う 30代男性
ワクチンの早期接種 40代男性
go to travel・eteは完全に感染者がいなくなってから始めるべきだ 18、19歳⼥性
政府のコロナ対策は、純粋にコロナへの対応のための⽅策になっておら
ず、利権者の利権を図る意図があるものばかりのように感じる。しっか
り、本来対策になることをやってほしい。

50代男性

今回、飲⾷店及びそこに納品している業者しか対象になっていなくて、
われわれ排出物の⽅は何も無く、倒産しそうです。  まったく回りが⾒え
ていないと⾔うか、飲⾷店に影響出たら、どこまでの業者が影響あるの
かまったくわかっていません。  緊急事態宣⾔で⼀般⼈も出歩くのが減
り、スーパーなどの排出物もかなり減ってるのに、、、  頭がおかしい政
策としか⾔えません。  ⽬先の事しか⾒ていない証拠です。  ちゃんと考
えて欲しいです。

30代男性

コロナ以外でも、本当に困窮している⼈を守れない政治だなと思う。 40代男性
もっと地域的な情報が欲しい。 70代⼥性
特にありません 40代男性
財政難かもしれないがこんな時こそ給付⾦を出して国⺠⽣活を助けるべ
き、休業要請だけじゃダメ、出す物を出さないと。

40代男性

頑張っていると思う。 40代男性

緊急事態宣⾔中に議員が飲⾷店に出掛けるようでは⽰しがつかない、国
⺠に本気で取り組んで欲しいのであれば、政府の⾏動が変わらないと⽇
本は変わらない。  第⼆回定額給付⾦を国⺠に⽀払うべき、⾃殺者が後を
経たない。  協⼒⾦も飲⾷店や旅⾏会社だけではなく、幅広く渡さない
と、ようは⽇本が⼀丸となって取り組むように、政府が平等に考えない
と「いたちごっこ」のまま。

40代男性

全てが中途半端 60代男性
対策が緩すぎる 40代⼥性
PCR検査をもっと⾝近に受けられるように(県、市、単位で)してほしい。
介護施設職員の義務化検査も

50代⼥性

弱い 60代男性
政府は若い⽅々への伝達⽅法をもっと考え⼯夫して協⼒を強くアッピー
ルすべきと思う。

70代⼥性

特になし 60代男性



緊急事態宣⾔を延⻑したが  感染者が減る傾向ではなさそう。  飲⾷業の
⼈や失業者、1⼈親家庭など困っている⼈をもっと援助して欲しい。  ワ
クチン接種も速やかに進めて欲しいが、無作為のPCR検査をどんどん進
めて欲しいし、変異ウイルスにもきちんと調べて対応して欲しい。

40代⼥性

最規制の強化と⽀援そして段取り良くワクチン接種。 70代男性
緊急事態宣⾔の中、いろいろな職業の⽅が、⼤変な思いをしています。
企業、個⼈への⽀援等、今⼀度考えていただきたいです。

50代⼥性

後⼿にまわりすぎている。また医療以外にもコロナの最前線があること
に、気が付いていない。

40代男性

何事にも、せいじゅつな対応と施政を望む 70代⼥性
若い世代の早々のワクチンの摂取と教育や⼦育て関係への取り組みをし
て欲しい。  ⾼齢の世代への取り組みも⼤切ではあるが、国家百年の計も
⼤事ですよね。

20代男性

保健所や衛⽣担当部署，⽔道事業など，⼈⼿不⾜が⽬⽴つ．⼈員の補
填，⻑期的に千葉県だけでも⼈⼝増加するような政策をして欲しい

30代男性

とことん緊急事態宣⾔の延⻑ 50代男性

ワクチンを打つのはかからないためではなく、かかった時に軽くて済む
かもと⾔う事を広めて欲しい。  かからないと勘違いしてると予防しなく
なる。  全体の死亡数は減っている。関係者の努⼒をもっと評価するべ
き。  コロナで外国との⽂化の違いを知った。  地産地消を推して欲し
い。

50代⼥性

ワクチン接種を早く実施して欲しい 70代⼥性
他の県と違い⼈⼝の多さによる対策に限界がある。現在はコロナ対策慣
れで緩んでる。このままでは毎⽇300⼈程度の予測。もう⼀段階⾼い対策
がほしい。

40代男性

とにかくハッキリとした対策を分かりやすく 30代男性
良い政策でも失敗したとしても次に活かせるようがんばってください 50代男性
県内のコロナ感染や対応策などの情報がよく解りません。  もう少しリー
ダーが顔を出して訴えるべきと思います。

70代男性

検査の拡充  検疫強化 ⼊国時全員の完全隔離（14⽇） 60代⼥性
飲⾷店の時間短縮と個⼈の不要不急の外出の⾃粛だけでは、コロナ禍は
終わらないと思う。ワクチン接種を急いで欲しい。

60代⼥性

悪いのは中国で 良くやっていると思う。 50代男性
コロナのワクチンは、最も感染者の多い⼀都三県からやるべきで、河野
さんが、⾔う公平に全県では、無く感染者の数で、ワクチンは、回した
⽅が、良いと思います。

60代男性



医療体制の充実をはかり、コロナに罹患した場合には確実に適切な医療
を受けられるようにすべきである。あわせて、⺠間事業者に営業⾃粛を
求めるならば、経済⽀援を拡充すべきである。

60代男性

こんなにかかるとは思わなかった。東京や神奈川の知事のあとで動き出
した印象。

50代⼥性

対策に強制⼒がないのでだらだらしている。短期集中的な対策が必要 60代男性
⾼齢者が優先になっているが動いている若い⼈を優先した⽅が良いと思
う。

70代⼥性

コロナウィルスの影響で職場が廃業して無職になりました。ほかにも多
数の⼈が同じ境遇になっていると思います。

50代男性

政府も頑張ってると思うが、マスコミが批判を煽りすぎてどうでもいい
ことまで批判しすぎる。千葉県はコロナが収まらなくて⼼配。

50代⼥性

政府は給付⾦の決断が本当に遅い。困っている⼈がたくさんいる。 50代男性
私もそうですが世間はコロナ慣れしてきています。緊急事態宣⾔は少し
しか効果がないと思うので他の対策も併⽤していかないと絶対に減るこ
とはないと思います。

40代⼥性

なぜ国⺠全員に検査をしないのか？陰性の⼈が経済活動をすればいいの
では？陽性の⼈の治療は必ず病院で治療出来るように保証して欲しい。
このままでは⾃粛解除しても毎回繰り返しするだけだと思う！なぜ同じ
ことの繰り返ししか出来ないのか不思議！

60代⼥性

千葉はあまり真剣に取り組んでいるの疑問に思う。東京の次だった⽇が
あってびっくりしたー

70代⼥性

千葉県に限らず緊急事態宣⾔が緩い。  PCR検査を拡充し、厳しい⾃粛を
して、感染者を減らした⽅がよい。

40代⼥性

解除を早めたりしないほうがいいのでは？ 40代⼥性
介護施設、障害者施設のクラスター対策に⼒を⼊れてもらいたい  医療従
事者と同じように、施設関係者へも予防接種を早く実施した⽅がよいと
思います

60代⼥性

ロックダウンも含めて強⼒な対策が急務。 40代男性
後⼿後⼿で、真剣に向き合う姿勢が感じられない 50代⼥性
もっと、厳しく対策しないと緊張感ない現在では終息しない 50代⼥性
政府の⽅針で強く実⾏して下さい。 80歳以上男性
⽇本国内でも感染者数の多い都市から 優先予防接種するのが必然だと思
う

50代男性

きんたいせんげん⽌めるべき。 60代男性
夜遅くまで休みなくとっても⼀⽣懸命やってくれている。感謝してい
る。  国⺠もみんな協⼒していかなければならない！

40代⼥性



森⽥県知事は なんの考えもなく 独⾃の政策もなく まったく使えない！
東京都の⾦⿂の糞野郎。    千葉は千葉でも 都内寄りと  北東部など都⼼か
ら離れてる地域も ⼀⾊単な対応では  やってらんない

40代男性

今回の緊急事態宣⾔に関しての対策が全く国⺠、県⺠に広まっておら
ず、⼣飯は時間短いからランチだけ⾏こうか、となりがち。

20代⼥性

検査の⼿薄    流⼭市の医療状況のお知らせが⻭がゆい感じです！ 70代⼥性
やり⽅が⽢い 70代男性
現場を訪れ  現物に触れ  現実を知れ  恥を知れ 無能共 20代⼥性
収⼊が減った。  でも物価はそのまま。  安くして 40代男性
経済を回したいのもわかるが、まずはコロナ対策を重点として欲しいと
思う。⻑引く逃れ⼀番痛い。

40代⼥性

2週間のロックダウンを実施する。 60代男性
東京の様⼦伺わず、千葉県に合った独⾃の対応お願いしたい！ 60代⼥性
街やショッピングモールには⼈があふれています。  せめて、どこでも気
軽に検査ができるようにして、無症状者を検知して隔離してほしい。

40代男性

各⾃が油断する事なくしっかり対策したい。 70代男性
五輪や観光等という余興のために国⺠の命をないがしろにし、税と時間
の無駄遣いばかりしている使えない⽼害。

40代男性

何を⾔ってもかなわないから⾔わない 40代⼥性
給付⾦バブルを無くしたい。  本当に、困っている⼈を助けて欲しい。 40代男性
早くワクチン接種をするように 60代男性
緊急事態宣⾔延期になりましたが、今からもコロナ対策をしっかり守っ
て暮らしてまいりますが、知事さんも、第1に感染者を

70代⼥性

緩いと思う 60代男性

コロナに関しては後⼿後⼿になってる上、既成政党や国と地⽅で責任の
擦り合いをしている。  ⼀旦落ち着いた時期があったのにも関わらず、対
策もなにもやってこなかったツケが今にあると思います。  森⽥知事は他
の知事の⾔ってる事をただパクってるだけで⼼に響かないし説得⼒もな
い。（⼀昨年の台⾵対応の怠慢が原因）

40代男性

どの職種にも休業の代わりにきっぱりと現⾦⽀給して外出制限して。⽥
舎の⽅なんてわんさか観光客がいる。密も密。

50代⼥性

なかなか収束が⾒えず、⼤変な世の中だと思います。政府には、しっか
りとしたリーダーシップと共に、全てにおいて早めの対策、わかりやす
い説明。そして何より、⼀番⼤変な思いをしていらっしゃる医療従事者
の⽅々に、⼿厚い補償・安⼼の設備・備品の配布。是⾮迅速にしてあげ
てもらいたいです

50代⼥性

情報開⽰があいまいなので、詳しい情報を出して欲しい 50代⼥性
偏った税⾦の使い⽅をするな。 40代男性



若者にもっと理解してもらいたい。 60代⼥性
検査を増やさないのがよくわからない。  検査をたくさんして陽性者を⾒
つけて隔離してほしい。

50代⼥性

新しい病気の為恐怖感があるのは致し⽅無いが、過剰反応・過剰対応に
過ぎるのではないか。  また特定の⼈間、業界だけプラスになっている感
がある

40代男性

菅⾸相は全てについて、動きや判断が遅い!  ⾸相や閣僚、それに官僚まで
誰も彼も、ずる賢い。信⽤出来ない。

70代男性

東京に近いだけウイルス蔓延します出来るだけ早くワクチン接種を 70代男性
特になし 70代男性
⽇本の製薬会社で、ワクチンは作れないのか、疑問に思う。 40代男性
最近になり千葉県内の感染者が他県と⽐べて増えてる？減らない？こと
に疑問と懸念があります。

50代⼥性

この国に望んでも良くはならない。⼀⼈⼀⼈国⺠が⼼から腐っている。 40代男性
皆が住みやすい町に 60代⼥性
厳しい罰則を設けて、とにかく１⽇でも早い収束を願っています    外国
みたいにロックダウンをしてもいいんじゃないかとも思う

50代⼥性

ウィルス対策情報をこまめに発信してほしい。 70代男性
充分とは⾔えないが、必要最低限のことはやってくれていると思う。  重
要なのは⼀⼈ひとりの意識で、国⺠全体的に意識が緩んできている様に
感じる。

50代男性

後⼿ 50代男性
政府と各⾃治体との連携が繋がっていない。  あと、補償ももっと根本的
なところを⽀援したほうが効果的だったんじゃないか？

50代男性

千葉はコロナ感染者数が多いので、PCR検査数を増やし、ワクチンも出
来るだけ早く接種できるようにしてもらいたい。

30代⼥性

特に無い 70代⼥性
ワクチン接種を早く実施して欲しい 60代男性
もっとPCR検査を全体に 60代男性
中途半端で⽢い。 50代男性
とにかく飲⾷店に対する⽀援を強化し、⼈の移動がなくても潰れないよ
うな対策をとっていただきたい。

50代男性

コロナの感染⼒にはどう防⽌しても抑えることは不可能と考える。  コロ
ナとどう付き合っていくか、感染してもしなくても⾃⼰責任。  政府に対
して求めることは給付⾦など経済の補助です。

40代⼥性

ワクチンを早くたくさんの⼈にうてるようにしてほしい。 60代⼥性
スピード感 が欲しい 80歳以上⼥性
政府の無策のうえ後⼿後⼿の判断にうんざり。 60代男性



⾊々な意⾒の中頑張っていると思います  私たちも後少しの間頑張ろうと
思います。

70代男性

PCR検査の拡充 60代男性
⽣ぬるい。説明がへたくそ。逃げている。 50代男性

医療従事者も命懸け、接客業も命懸けで頑張ってます。でも益々マスク
をしない⼈密になって⼤声で遊んでる⼈がどんどん増えています。もっ
と外の声を聞いて、厳しい対策をとってほしい！でなければ、景気も悪
化する⼀⽅だと思います。

30代⼥性

出きることはやっているように思う。初めてのケースなので、無責任な
批判より提案を。

50代男性

飲⾷店への時短要請は、営業時間内の来客が集中してしまい密をつくる
だけなので、営業時間は短縮せず⼈数制限や⾶沫対策に重点をおいたほ
うがいいと思う。

50代⼥性

未知のウイルスに対し、⼿探りながらよくやってくれていると思う。こ
ういうときに⼀枚岩になれない野党が⾜を引っ張っているように感じて
しまう。

30代男性

後⼿後⼿になってる 40代男性
政府も知事もリーダーシップに⽋如していて頼りない。期待できない。
60歳以上の議員は裏⽅へまわって若い世代が国を引っ張っていった⽅が
うまく回ると思う

40代⼥性

県⺠の希望者全員にPCR検査などを低料⾦でできるようにしたり、マス
クは⼤変⼤切さを再度呼び掛けした⽅がいい。マスクでもウレタンはあ
んまり効果はないを呼び掛けした⽅がいいと感じる  宜しくお願い致しま
す

30代男性

全てにおいて対策が遅く、欧⽶の国に⽐べ⼀律給付⾦の⽀給回数が少な
い

40代⼥性

余り無理せず⾃粛をするのが賢明なのかな。 70代男性
予防接種を早くして 少しでも 感染者を少なくし、オリンピックを安
全に実施してもらいたい。

70代⼥性

専⾨家の意⾒を余り聞かず、経済に偏った判断をしている。  それが逆効
果になり、負の連鎖を招いている。  特に総理補佐官などの、⾃⼰バイア
スが掛かった⼈間が、官邸を⽜⽿っている。  霞ヶ関には優秀な⼈間がい
るので、彼らの意⾒をもっと取り⼊れて欲しい。

70代男性

短期間でもっと強い⾃粛を⾏い、早期終結を⽬指すべきであった。 70代男性
森⽥知事は⼝だけでダメ。  台⾵時の視察の⾔い訳はみっともなかった。 70代男性
⾃分の判断でルールを守らない⼈が感染したら全額⾃⼰負担で治療させ
て下さい。

40代男性

政府の対策に従って、早く収束することを願っています。 70代男性



早めの接種受けられるようにしてほしい。 50代⼥性
マスコミが都合の良いように切り抜きされてる報道があるのと国家議員
があんなに必要なのかもっと少なくていいんじゃないかなって思うのと
70から80超えた⽅はいつまでも居るのはどうかとおもいます

30代男性

県内の市町村で助成⾦や体育施設利⽤などの差がありすぎる。隣の市と
かだと、⽣活環境はあまり変わらないので差がありすぎると困る。

40代⼥性

国⺠の⾃粛頼みの政策で収束に向けて積極性が感じられない。 40代男性
welcome千葉はやめてほしい!! 60代⼥性
熊⾕市政からの県政は絶対に阻⽌して戴きたい 50代男性
ワクチンの早期接種義務化をしてほしい 40代⼥性

Gotoキャンペーンなど、⼀部の⼈が恩恵を受ける政策は間違えている
⼤⼈しく家にいるひとは経済を動かさないかもしれないがコロナにかか
るリスクも少ない    そういう⼈にもなにかほしい  全国⺠平等にしてほし
い    医療従事者への⽀援を拡充してください

50代⼥性

解除はまだ早い、Gotoトラベル等は危険だと思う。⼦供達が⾃粛して平
⽇、年寄りはファミレス等でいっぱいです

50代⼥性

それなりに頑張ってやっていると思う。なんせ⽇本にとってコロナ禍は
初めてのことなので、政府ばかりを責めてもいけないだろうし、お⾦を
配れば良いと⾔うものでもないと思う。

60代⼥性

緊急事態宣⾔中の何が功を奏するかを具体的に知りたい 70代⼥性
安⼼安全早期のワクチン接種 60代男性
オリンピックありきの政府、⼩池都政に振り回されている。 70代男性
オリンピックを開催する気がないかのようなコロナ対策はやめてほし
い。次から次へと不祥事だらけの政治家は税⾦泥棒としか⾔いようがな
い。

50代男性

ワクチン接種が迅速に進むよう期待しています 50代⼥性
今は景気よりもリバウンドをさせない対策を第⼀に考えていただきた
い。

40代男性

千葉県は他県に⽐べコロナが多いです、もっと厳しく県が指導してほし
い

60代⼥性

特になし 60代男性
私は介護職です。⽇々⾃粛と体調管理には⼗分注意しています。政府は
国⺠には我慢させといて⾃分達は会⾷に⾏ったりしてるので許せないで
す。

30代⼥性

皆が感染症対策を続けた上で、なるべく元の⽣活にしたい。  新型コロナ
に感染した場合の保証が欲しい。現在、家の⽴て替えを検討している
が、全部ローンになりそうなため、働けない期間のことを考えると不
安。  気持ちもネガティブになる。

30代⼥性



他の都道府県の顔⾊を⾒ながら右へならえでやり過ごそうとしている感
がありあり。協調は勿論⼤事だが率先して発信する勇気も持ってほし
い。

50代男性

⾼齢者に優しい公共の交通欲しい 70代⼥性
感染症対策の病院を新たに新設するなどハード⾯の整備や、医療系の学
⽣に対する⽀援、医療費従事者への⼿当を充実させて欲しい

40代⼥性

１⽇も早くワクチン接種をする事かと思います。 70代⼥性
東京都の⼩池知事のように真摯に対応してほしい 60代男性
⾃粛の内容、医療機関の関係者の頑張りなどもっとアピール伝え協⼒を
求めていいのでは?

70代⼥性

不公平感を感じる。 50代男性
景気が停滞してもワクチン接種まで⾃粛継続。  オリンピックは諦める。 50代男性

⾃粛と補償はセットで⾏うべき。補償制度は分かりにくい。  事業主に対
しての補償はいろいろあるようだけど、実際、働いてる社員にも補償し
て下さい。会社員ですが、この⼀年間営業出来ず営業⼿当が０ですが、
会社からも国からも何も補償がありません。家のローンが払えなくなり
そうです。

50代男性

評価出来ない。 60代男性
新規感染者数を⽬安にするから緊急事態宣⾔の延⻑という話になるの
で、病床使⽤率が何%以下とはっきり⾔うべき。

30代男性

感染予防は政治に期待するよりも、個⼈の意識の問題が⼤きい。 40代男性

以前の⽣活に戻れる様に、我慢して⾃粛、マスク、消毒守って…それな
のになぜ千葉県減らないの？感染者の⾏動で発表されるのは、⾃宅・職
場・医療機関のみなのに、そこでクラスター発⽣しないのはなぜ!?どこか
隠してる？

60代⼥性

発症した時、円滑に対応してもらえる更なる環境づくりをしていただき
たい。

60代男性

マスコミが騒ぎ過ぎ。国も県も頑張ってやってる。 40代男性
⻑期の緩い⾏動制限によって感染も減らせず、経済も疲弊している。 50代男性
しっかりと県⺠を守っていただきたいと思います。 60代⼥性
とにかく対応政策が遅い 40代男性
曖昧で不透明。迅速対応がない。 50代⼥性
無策の極み。国⺠に我慢を強いるだけで根本的な施策が⾒えない。病床
逼迫への対応無しで新規感染者減少を要請ベースで実現するのは素⼈⽬
にも無理がある。

50代男性

どの都道府県も横並び  ⼀番は⼤阪府だと思う 60代男性
PCR検査の拡充、感染対策の具体的指⽰。 50代男性
ワクチン接種を早く実施してほしい。 60代男性



医師会の利権、マスコミの無責任な煽りより、⽬を向けるべき⽅向を理
解して頂きたい

50代男性

数字の意味、データの意味を理解出来ない⼈が、科学者の指摘を意図的
にねじ曲げて、⼈々に伝えている。  冷静な判断と、ストーリーを持った
政策が打てない限り、状況を変える事は出来ないと考える。  頭の悪い今
の政治屋どもには、全く期待していない。

50代男性

もっと強く発信、発⾔していい。野党も優先順位をコロナにして欲し
い。コロナ終息後、過ちは認めればいい。

50代⼥性

後⼿後⼿にまわってる感は強いが、様々な案を出しながらそれなりに良
くやっているとは思う。  ただ経済的補助がどういうものかわかりにく
い。またそういったものの⼿続きの簡素化を図ってほしい。

40代男性

後⼿後⼿感が否めない。失政だ。 40代男性

もっと国⺠の⼼を動かすような発信の仕⽅をして欲しい。どんな政策で
も、淡々と実⾏し呼び掛けているだけでは、もはやコロナ慣れで国⺠は
これ以上何も変わらないと思う。  みんなが団結できるような強いリー
ダーシップが今の⽇本のトップには⾜りないと思います。

30代⼥性

コロナ対策は広い範囲の対策が必要になり政府や県は各々⾏っているの
だろうが下々まで明確な指⽰が伝ってこないような気がしている。

70代⼥性

緊急事態宣⾔は直ぐに解除すべし。 70代男性
はやく、感染者を減少させてほしい 50代男性
千葉県の感染者の割合がかなりたかく、なかなか下げどまらない現状で
あることから対応のおくれと、対応策が正しいものなのかが疑問。

30代男性

国⺠の活動⾃粛、飲⾷店の時短営業では、事態の重⼤性が国⺠に広く伝
わらなかった。決断が難しいとは思うが、欧⽶のようなロックダウンを
⾏うことで、政府の本気度と国⺠への強制⼒を伴った施策が必要ではな
いか。⻑い⾃粛で、現⾏のコロナ対策は緩んでいる。

60代男性

知事さん達はとても真剣に考えて取り組んでくれているのに対して、政
府は国⺠の事を第⼀に考えているとは思えない対応。⾔葉だけで、熱意
が全く感じられない。

40代⼥性

外出しないとワクチン接種を速く希望します年⾦暮らしなので⾦額が下
がるのかと⼼配します医療従事者には感謝しています

70代⼥性

2週間延⻑されたが新たな対策が⽰されていない｡これでは､延⻑しても無
意味｡県も同様で知事の発信⼒のなさにがっかり｡

60代男性

はやくワクチン接種できるようにしてほしい 60代男性
コロナ病床を増やさないから緊急事態宣⾔解除が出来ない。  森⽥知事の
責任は重い。

60代男性

PCR検査出来る病院をしっかり分かるようにしてほしい 50代男性
政府も千葉県も対策についつは後⼿後⼿成ってる。 80歳以上男性



緊急事態宣⾔下、『⾃粛』をしたのは医療・福祉関連の職種が主で、な
んの恩恵も受けられずにいまだに努⼒義務だけで働いている⽅々には感
謝しかありません。政府の後⼿後⼿の政策にはすでに信⽤性はない。県
に対しては、昨年度の台⾵災害時の知事の⾏動で信⽤性を失っているた
め、コロナ禍での対応もパフォーマンスにしか聞こえなかった。コロナ
病床は⽇本⼀逼迫しており、今後に不安しかない。

30代⼥性

飲⾷業に限らず、全ての業態にに⽀援⾦を出して欲しい 50代⼥性

確実に感染対策を取るならば経済と同時ではなく、まずは感染者を極限
まで減らす、そのためには企業、店舗保証を⼗分する。GOTOの予算をそ
こへ回す。そんなことは⼦供でも考えられると思う。⾒ていて腹⽴たし
い限りです。

60代⼥性

飲⾷店のみ、それも店舗規模関係なく⼀律の給付⾦は納得いっていませ
ん、⾷品納品している会社等その先にはまだまだ困ってる⼈はいます。
またシングルマザーだけが貧困じゃないです、正規雇⽤だって厳しいで
す、

40代⼥性

今はコロナ対策が優先だが、やがては経済が第⼀次になるから、千葉県
独⾃のカラーを出して東京を追い越し位に考えてほしいよ。

70代男性

対策に⼀貫性がなく、場当たり的な⽅策ばかりを述べても、国⺠は、つ
いて⾏かないのではないでしょうか

70代男性

飲⾷店や旅⾏業界に負荷をかける対策がきつい。利⽤の仕⽅に対する対
策をして欲しい。

50代男性

データや専⾨家の意⾒を元にこうだからこうやると⾔う考えや思いが⾒
えない。結果多少の失敗はいいので結果をもとに次はこうするなど繋る
(結果を活かす)仕事をして欲しい。

40代男性

緊急事態宣⾔が延⻑された所で通常通り勤務している為あまり実感もな
いし感染者がめっきり減っている訳でもないので効果があるのか疑問に
思う。

30代⼥性

江⼾時代にも⾊んな伝染病が⽇本に⼊ってきたが今の時代まで皆こなし
て現在がある。多少の犠牲は出るだろうが滅びる事はない！

70代男性

もっと厳しく⼈の動き(通勤等)を⽌めるような対策をしてほしい。 50代男性
なぜ千葉県が神奈川県や埼⽟県より感染者数が逆転して多くなったか等
説明が欲しい。

70代男性

森⽥⽒は周囲の都県知事の判断からの、⽇和⾒的な判断が多かったよう
に思う。次の知事には⾃ら県内外の状況を⾒て判断していただきたい。

40代答えない

これからも、コロナ対策がんばって貰いたい 60代⼥性
コロナ対策のためにやることが増え、学校の先⽣の負担が⼤き過ぎるこ
とは⼦供たちの⽅に⽬を向ける余裕がなくなります。先⽣を助ける補助
的な先⽣をつけてあげて欲しい。

40代⼥性



個⼈で出来る限界。ロックダウンも必要では。 40代男性
⾮常事態宣⾔延⻑は、注射をしない限り、キリがないと思います！ 40代男性
経済回復も⼤切だが、新規感染拡⼤の抑制が必要であり、医療従事者の
負担軽減を最⼤⽬標にしてもらいたい。

60代男性

全国ロックダウンすべし 40代男性
もっと強⼒にコロナ対策になるよう⼜それに負担倒産の皆さま市⺠のサ
ポートを実施。議員は市⺠⽴場の真の政治家たれ

70代⼥性

感染者世代の内容を分析して、効率的なPCR検査を実施すること。 80歳以上男性
三密を避け、未だ注意しながら、前向きに考えて、皆と付き合って⾏
く、事だと思います

70代男性

厳しさが、⾜りない 60代男性
コロナの対応は皆が、初めてこことだから、てこずっても仕⽅ないと思
う。この経験を次にいかそて欲しい

40代⼥性

どれも中途半端、後⼿後⼿で、これで⼤丈夫という感覚はひとつももて
ない。給付⾦にしても不備だらけだと感じる。

60代⼥性

正直なところ、緊急事態宣⾔が緊急なものではなくなってきているの
で、他の対策に変えた⽅がいいと思う。

20代男性

コロナワクチンの国内製造を希望する。千葉県知事には北総鉄道運賃問
題解決してほしい。

60代⼥性

飲⾷店のみ⼿厚い援助は、おかしいもっと困っている⼈が居るのに何も
しない  もう⼀回10万配ってもおかしくない

50代男性

あまり、画期的とはいえない。もっと核⼼的な⼿法を使って対策を。 50代男性
政府の対策は場当たり的です。もっと科学的根拠を⽰して国⺠に説明す
べきです。

70代男性

この状況での  オリンピック・・・！？  世界中から⼊国させたら  ⽇本が
世界⼀のCovid-19天国！に、なるんじゃなかろうかと、

40代男性

「お願いベース」ではなく、もう少し強い発令が出来ないのか？と…思
います。店先で消毒をして⼊店する⼈を殆ど⾒掛けなくなり不安です

40代⼥性

対策が⽢い 60代男性
普段、外での飲⾷や飲酒をほとんどしない家庭です。そんな家庭もたく
さんあるにも関わらず、コロナ対策が全くなされていなくて、とても不
安な毎⽇を過ごしています。

40代⼥性

具体的かつ実践的な対策⽅法を提⽰しないと、宣⾔延⻑だけでは減らな
い。  実践していない⼈が居るのは事実でその⼈たち対策が必要。

60代男性

発信⼒が弱い 50代男性
必要な策が何も無いように思う。 60代⼥性
よくやっている！ 70代男性



⼩池知事に追従で悔しい、  千葉県の考えはないのか？  これだけの期間
があったのになぜ病床が確保できなかったのか？職務怠慢か？

60代⼥性

政府、千葉県に頼るのでなく、まず、⾃分で対策をすることが第⼀。 60代男性
⾃粛である程度減少し、感染予防対策も⾝に付いたので、感染者の⼊
院、重症者の受け⼊れ病院を充実してほしい。

60代⼥性

対応が後⼿に回るのではなく先⼿早めの徹底した対策を国⺠に⽰してほ
しい。  曖昧すぎると思う。

40代⼥性

プライバシー保護の為として地域での発⽣情報が発表されない！市単位
の発表では不安感が増す！だけ

80歳以上⼥性

検証結果に基づく効果的な対策して下さい。1部業種偏った⽀援ではなく
消費税減税など皆のための政策して下さい。無駄遣いな議員の数多過
ぎ！

60代⼥性

ものたりない。説明不⾜が度がすぎる 40代男性
初めての事で、全ての⽅々がこれでもかこれでもかで、対策を重ねてあ
ることだと思います。館張りましょう！⼀⼈⼀⼈の努⼒の結果を⾒守り
ましょう

70代⼥性

飲⾷店や特定の業種にばかり補助しているけど、それに付随する業者も
みんな困っているので、特定の業種だけ保護するのはおかしい。

40代⼥性

緊急事態宣⾔の効果は完全に緩んでいる！ 70代男性
何もしていない 50代男性
⾃粛を求めるのは、当然ですか、具体的な⼀⽇何⼈になったら、⼊院患
者が何⼈になったら、解除する。など、具体的な数字の⽅が分かり易い
し頑張れるような気がする。

60代⼥性

おんぶに抱っこな感が強い。数字が悪くなると、さも県⺠が⾃制してい
ないかのように捲し⽴てるのは如何なものか。  最後の最後で残念な感じ
に陥りましたね。もっと太い所が⾒たかった。

40代男性

更なる発展！！！ 30代⼥性
県⺠わかりやすくスピードを持って対応して下さい。 70代男性
都度都度の対応と感じる。  先を⾒越した対策が必要。 50代男性
２週間より3⽉いっぱい  期間延⻑した⽅が良い  と思う 50代男性
議員さん⾃体が徹底的に対策をしてほしい‼�国⺠が頑張っているのに
緩くなっているようだ

60代⼥性

特にない 50代⼥性
森⽥さんは、お疲れさま❗   熊⾕さんは、期待しない千葉県千葉市は、
やることが、遅いです❗

60代⼥性

全て国⺠まかせで、⾔葉を並べているだけで、はっきりした対策を⽰し
ていない‼⾃分たちは会⾷やら接待やらしほうだい！しっかりしや‼

50代⼥性

外出⾃粛を徹底し、もっと危機感を皆もって1⼈1⼈に⾏動させる 30代⼥性



飲⾷業も⼤変だが他の⾃営業も⼈が居ないと稼げず⾚字で⼤変だと思
う。  10万円を全員に配布して貰いたい。  政府の⽅や会社社⻑etc給料を
沢⼭貰えてる⼈は給料を減らしても良いのでは？

40代⼥性

PCR検査の実施を政策⽀援すべきと考える。 70代男性
ウイルスと経済の兼ね合いがとても難しい事は、わかるが何が１番⼤切
なのかを考えて⾏動にうつして欲しい

40代⼥性

感染症の分類を５類に引き下げ、コロナ指定の医療機関だけでなく他の
⺠間の医療機関も幅広くコロナ患者を受け⼊れるようにした上で各医療
機関の役割を明確にする。またワクチンについては供給が困難であれ
ば、各市町村⼀律の接種でなく感染者の多い北⻄部の市町村から実施し
ても良い。

40代男性

コロナ沈静化を最優先として、緊急事態宣⾔の解除時期や五輪開催形態
を考えていただきたいです。

40代男性

デジタル化によるマネジメントと状況判断できる⼈材育成 60代男性
短期でも厳しい外出制限の⽅が効果が上がるのでは？  経済界から圧⼒が
あるだろうけどgo toなんて時期尚早すぎる。通勤電⾞も駅前も⼀年前よ
り⼈が多い。⻑期化で皆、⾃粛に疲れているんだと思います。

50代⼥性

各国と同じ様に⾼年齢ではなく働く世代を優先的にワクチン打たせて下
さい。  若者が感染源と⾔っているのに逆の順番になっているのは何故
だ。⾼年齢の⽅はまわり聞いて⾒ても打たない、様⼦⾒と⾔ってた。私
は気管⽀喘息です。早くワクチン打たせて下さい。ちゃんとして下さ
い。

40代⼥性

お願いベースでは収束が期待できない。 60代男性
せっかく、ワクチンが届いてるのに接種の対応が遅い。誰が総理になっ
ても同じだが、ここは⼀番に⾏動をおこしてもらいたいです。

50代⼥性

gotoトラベルは少し早かった。  飲⾷店⼀律20時までに閉店したら6万円
はおかしい。  外国⼈の⼊国は慎重になってもらいたい。  コロナは別に
国のせいではない。

40代⼥性

ホテル療養でも、医師を派遣して、薬をだせるように、してもらいたい
と思います。

70代⼥性

⾮常事態宣⾔中は、極⼒外出は控えているが、成果が上がらない現状に
納得がいかない！感染者が増えているのは何故か？県⺠の意識が惰性化
している。もっと緊張感を持って⽣活をする様指導して欲しい。早く下
⽕になる様に！

70代⼥性



いつまでもダラダラと国⺠任せな感じです。  短期集中で対策しなけれ
ば、この先何年も現状打破できないと思います。  外出規制をしても、出
かけている⼈は普通に外出し、⾃粛している⼈は、いつまでも我慢ばか
り。  テレワークも、7割と国が⾔うので、7割まで⼤丈夫だから出社しろ
と⾔われ、テレワークで充分なのにわざわざ出社しろと⾔われます。  外
出先でも、対策を徹底しているところもあれば、消毒液は飾りになって
いて、誰も使⽤していない場⾯もあります。  これは⾃粛をダラダラやっ
ているので、国⺠も油断しているのだと思います。

50代⼥性

⾃分⾃⾝は3蜜、⼿洗い除菌、うがい、不要不急の外出はしない！·····は徹
底してます。  早い段階(去年)のうちにロックダウンすれば、今、こんな
事になってないと思いました。余計に経済が回らなくなってます。

50代⼥性

時短は意味がない、間引きの⽅がよい 40代男性

コロナ過に、なってから、娘も夫も、仕事時間が減り、⽣活、第⼀は、
⾦銭的に、⾟くなり、娘が払っていた⽀払いを、代わりに、払う事に、
なったり、親も。厳しい、⽣活になっています。前回、給付⾦は、⽀払
いに回せたりと、助かりました。また、給付⾦を、出していただきたい
です。

40代⼥性

空いている中、⾷事やレジャーを楽しみ、普段は不要不急の外出をしな
いで、可能な限りリモートするようにしてほしい。

50代⼥性

最⼤の有事なので  コロナに関する件をメイン  とすべき政党を有利にす
る  討議などしているべきでは  ない

50代男性

だらだら⻑引くなら早々に他の国のようにロックタウンにするべきだっ
たと思う。決断が遅い。

50代男性

政府の進め⽅に、冷静にマスコミに左右されず、⾒守る、⾃粛我慢。 70代男性
⼀⽣懸命やっていると思うが、今⼀つ効果的な対策になっていないと思
う。

50代男性

何してるのかわからないぐらい何もしてないんじゃないかと思う。 40代⼥性
やっている事が後⼿後⼿で、対処の仕⽅がお粗末 50代⼥性
対策が⽢い。  国⺠が⼀丸となって感染防⽌に努めるような号令を出して
ほしい。  専⾨家でもない知識もない偉そうにしてる政治家が何か⾔って
も効果はないと思う。

30代男性

千葉県ですが昨年も今年も⼯業地帯では、定修が⾏われています。他県
ナンバーも多く⾒受けられ、これでは千葉県のコロナ患者が減る事はな
いと思われます。感染しない⽅が無理な状態を作っている様な気さえし
てきます。解除されていないなら、その状態を各社と相談するなど⾏わ
れても良いのでは？と思います

60代⼥性

政治が何をやりたいのかわからない。  コロナなどの感染症を含め、地震
や台⾵に対して、危機管理がこの県には無い。

40代男性



森⽥知事は1都3県の他の知事に連動しているようでご⾃⾝の考えが⾒え
てきません。    ずーーっと抑圧されているようで皆ストレスに感じてい
る部分もあると思います。  その中でも⼀番困っている⼈のことをきちん
と把握して、⽀援を充実させてほしいと思います。

40代⼥性

感染症対策病院にもっと⼒を注いでほしい。家で亡くなる⼈が出ないよ
うに。

60代⼥性

検査数を増⼤し無表情者を早く隔離する。 60代男性
⾃⼰責任の⾃粛に委ねずに⼀定期間厳しく⾏動を規制し確実な感染者減
少に結びつく政策をとって欲しい。

30代⼥性

クラスター対策が⼗分ではないと思います。 70代男性
もう少し市内の感染者についての情報を詳しく知りたい｡感染者数をもっ
と簡単にわかるように。

70代⼥性

⾃粛させたいなら、少額でも良いから給付⾦をだせ。  ⾔葉だけで終わら
せるな！  政治家のための税⾦じゃないんだよ！

40代男性

全てにおいて、後⼿後⼿すぎる。 50代男性
具体的な対策を指⽰して欲しい。 60代男性

低姿勢で謝るようにお願いするのではなく、もっと⼀⼈⼀⼈が⾃覚して
⾏動するように⼒強い⾔葉で促してほしい。コロナが終息しないのは政
府が悪いのではない、国⺠の意識の低さだと思う。  飲⾷店への⼀律六万
円の保証は⼤反対。売り上げに応じて保証するのは難しくないと思う。

40代⼥性

森⽥は⾃⺠党よりすぎ。いつも、千葉県⺠ではなく⾃⺠党を⾒ている。
何もせず、⾃分家を⾒に⾏くだかけだね？

60代男性

対応が遅い。 60代男性
先を⾒据えてぶれずに対策をしてほしい。 40代男性
国⺠に⾃助ばかり求めるくせに菅のまわりは税⾦にたかりまくるクズば
かり  コロナ対策も⾃⺠党関係者を優遇してる  安倍晋三はじめ贈賄した
⼈をまったく処罰しない最低な政府

50代⼥性

いろいろな地域があるので、県内⼀律の対策では、問題があると思いま
す。

60代⼥性

ワクチン少ないのなら⾼齢者に優先した後、都市部先に集中で抑えると
いい。

50代男性

なし 40代⼥性
何をしても批判されるとは思うので、難しい問題ではないでしょうか。
千葉県は成⽥空港があるので、しっかりとした⽔際対策だけはお願いし
たい。

40代男性

この2週間で抗体検査等の実施。 60代男性



全て⼈任せで⻑の発⾔に中⾝が無さすぎる、そして後⼿後⼿が酷すぎ
る。本当に今の知事は存在意義がわからない。埼⽟の⼤野知事を⾒てい
るとその差を本当に感じる。

40代男性

中途半端な⾃粛ではなく徹底な⾃粛でないとと思います。 60代⼥性
コロナで収⼊が落ち込んでいる企業、お店への補助をお願いしたいで
す。

40代男性

情緒的。医療⾏政の怠慢と⽼⼈のための政策優先で、⼀番成⻑する、⼤
事な⻘春時代を空費させられている若者が不憫でならない。

50代男性

⼤変なことだと思うので頑張ってるだろうことに感謝します。 40代⼥性
とくにない 50代男性
掲げた政策をしっかり果たし信頼を得られる政治を実⾏してほしい。 50代男性
Pcr検査を無料で希望者に毎⽇実施。海外からの来客は14⽇間ホテルから
⼀歩も出さず待機。失業者へ協⼒⾦でなく補償がない限り本気と思えま
せん

40代男性

1⽇も早い終息を願うばかりです、各市町村の感染者が具体的に知りたい
です

80歳以上⼥性

飲⾷業界を中⼼⽀援をさらに⼿厚く    公務員は税⾦で給料貰っているな
ら、⾃分たちの給料を回して苦しんでいる⽅へ⼿助けするべき

40代男性

万全の対策(個⼈)を⼼掛けて居りますが、いつ家族が感染するか⼼配で
す。

60代男性

ワクチンを速やかに全ての⼈に⾏き渡るようにお願いします。 60代男性
すべて後⼿後⼿の政策であった為、これだけ感染者数が増えてしまっ
た。

70代男性

ワクチンではどうにもならない。 30代男性
中⾼⽣を持つ家庭には年収に関わらず、給付⾦を配布してほしい。 40代男性
政府や千葉県は、コロナウイルス対策の対応が外国に⽐べて遅すぎると
思う。頭の固い年配者の政治家よりも、もっと若くて柔軟な発想を持っ
た⼈や⼥性に政治を任せたいと思う。

50代⼥性

特になし 50代男性
早くワクチン接種の情報を流してほしい。安全性も含めて⾼齢者にわか
りやすく提供してほしい。

70代男性

早くワクチンを⼿当てして欲しい 60代男性
お願いベースで抜本的な対策と検証が出来てない。感染症は検査と隔離
であり、緊急事態宣⾔は早く、強く、短く⾏う事、県⺠に対して正しい
情報を発信を的確にして欲しい。

60代男性

飲⾷が補償され、他産業は⾃⼒で乗り越える対応は理解し難い。政府は
関係無い領域ですがメディアの質がどうなのか?

40代男性



国や県のリーダー⾃⾝の考え、意⾒を⾃⾝の⾔葉で発信することを希望
する。森⽥知事は全く信頼性が無く頼りない知事でした。

60代男性

コロナ対策する事で、収⼊が減りましたが保障を受けられるほどではあ
りません。  収⼊が減った分、貯⾦を切り崩しながらこの⼀年⽣活をして
きて、とうとう貯⾦がゼロになりました。  給付⾦等でもっときめ細やか
にフォローして欲しかったです。  ⼩さな⼦供が⼆⼈いて、ローンもまだ
5年⽬です。  ここで貯⾦がなくなると思いませんでした。⽣きているの
が⾟いです。

30代⼥性

⾃粛を守らない飲⾷店にはもっとペナルティーを与えた⽅が良い。全体
で徹底的にやらないとコロナは収束できない。

30代男性

⾃粛三密マスク着⽤等の対策は⾃分⾃⾝注意いているが、TVで⾒る街の
様⼦は相変わらずの⼈の流れ。もはや⼈流をとめるしかないのかと思
う。しかしながらロックダウンは⽇本では無理。ワクチンも年末迄に終
了するのか？強いメッセージも望めず、只⾒ているだけの⾃分も情けな
い様な。

70代⼥性

あまりにもお粗末すぎる対策すぎる 40代男性
千葉県は危機感が薄れているのは 知事の危機感が県⺠に感じるものが無
いからだと思う。もっとリーダーシップを発揮して欲しい。

70代男性

もっと厳しい対策を打つべきだったと思います。特に⽔際対策は⽢く、
海外からの⼊る⼈は、全て ２週間 ホテルで隔離すべきでした。⼀波の後
そうすれば、もっと 感染を⽌められたと思っています。 娘は重度障害者
で、重症化が怖く、１年以上 外出させず、私も不要不急の外出はしませ
ん。

50代⼥性

もっと封じ込め対策を強化すべきです。 70代男性
お⾦が無いので仕⽅ないのかもしれませんが、検査数を増やすとか、福
祉事業に⼒を⼊れてほしい。  看護師だけでなく今、福祉事業も本当に⼤
変なんです  みんな⼤変なのは重々承知です

40代⼥性

全員にPCR検査をするなり、もっと感染者対策をすべきと考えます。 50代男性
国⺠、県⺠に対して、細かい的確な指⽰、協⼒お願いをしてくれれば、
もっと良い⽅向に向かったと思います。

40代⼥性

緊急事態宣⾔解除の基準を決めて欲しい。 20代⼥性



昨年2⽉、新型コロナが⽇本に⼊りたての頃、⾼熱と頭痛とひどい咳で、
船橋市三⼭の医院を受診した際(処⽅薬を飲みきっても回復しなくて3度⽬
の受診)、医師に「何でうちにばかり来るの！」と⾔われた。仕⽅なく、
コロナ相談に電話し、やっとつながったが37.5℃以上が4⽇持続してない
からと、病院を紹介・⼿配してもらえなかった。処⽅された解熱薬を服
⽤しているから⾼熱が持続するはずないのに、マニュアル対応をされ
て、結果命の危機を感じる場⾯もあった。⼈の命を⼤切にできない組織
にお⾦を与えないでほしい。

30代⼥性

特になし 60代男性
緊急事態宣⾔を３⽉末まで延⻑すべきです。ワクチン接種の対策が不透
明である。市からの進め⽅や市⺠に対して対応が無く情報も不⾜してい
る。

80歳以上男性

国会議員は裕福な家庭育ちの⼈が多く、さらに税⾦でお⾦を使い放題
で、⼀般⼈の⽣活感覚をわかっていない。  ⼤企業に勤めていても収⼊が
⼤幅に下がり、⽣活に“困窮”まで⾏かなくとも、このコロナ禍で厳しい状
況に置かれている⼈は多いのに、そこへの⽀援がない。  国⺠を国が守ら
なくて誰が守るのか。「死ななければいい」というレベル感で考えない
で欲しい。

40代⼥性

具体策をしっかりと⽰さないで緊急事態宣⾔を発出しても分かり難い。
何をどうしたら良いのかを明確に国⺠に対して⽰して欲しい。医療現場
の実態をマスコミの情報では無く、政府の対応としてどうなっているの
かを明確に⽰して欲しい。

80歳以上男性

感染者の表⽰を検査⼈数と感染率も⼀緒に伝えて欲しい。 50代男性
国⺠全員にワクチンを摂取できること 60代⼥性

ワクチンと治療薬の開発に加え、ウイルスや細菌を滅菌する空気清浄機
を作り、会社、⼯場、学校、電⾞、バス、体育館、レストラン、劇場等
に設置し、いわゆる密閉された空間を、最も安全な場所にする事により
ウイルスとの共⽣をより安全にする事を作り上げる。

70代男性

世界的に経験してない事に対して、⼿探りになるのは当然。後⼿後⼿と
政府を批判は、猿以下だと思う。結果を批判するなら、悪い結果を覆す
意⾒を出せと、常に思う。

40代男性

3⽉21⽇迄に延⻑になった緊急事態宣⾔春休みや⼊社、⼊学もあるからも
う少し  3⽉いっぱい延⻑すべき  と思います

50代⼥性

病床数の確保が少ない。医療従事者への割増賃⾦を増やすべき。 50代男性
時間短縮などより⼈数制限の⽅が効果あると思っている 50代男性
コロナで働けなくなった⼈が、⼤勢います、雇⽤の促進をお願いした
い。

80歳以上男性

いまいち 50代男性



宣⾔の発令やお願いをするだけでなく、⽬に⾒える対策をおこない終息
に向けてもっと積極的に動いて欲しい。

30代男性

情報発信が弱いので、何も響いてこない。 50代男性
保障の充実をもう少し検討してほしい 50代⼥性

真実に基づく対応を望みます。現状の⽇本で治験の無いワクチンと称す
る薬剤を⼈体へ投与する必要があるのか、なぜこのタイプのワクチンと
称する薬剤がインフルエンザでは採⽤されていないのかを伺いたいと思
います。

50代男性

保健所や医療機関の⼈員不⾜や病床逼迫についてこの⼀年何の有効な対
策を⾏なってきたのか。情けない政府、としか⾔いようがありません。
PCR検査もなぜ他国のように多数の検査が未だできないのか。説明でき
ないから説明せずに医療逼迫という別の恐怖イメージを植え付けてるん
だな、と。情けない。

30代⼥性

法律の問題もあるとは思うが他国のような徹底したロックダウンをすべ
きだと思う。

50代男性

１年間で得た知⾒を基に、もっと具体的な施策を提⽰して欲しい。 50代⼥性
ロックダウンをやるべき。 60代男性
より早く多くの⼈がワクチン接種できるように、ワクチン接種は2回では
なく、1回を検討して頂けるとありがたいです。

60代男性

やるなら徹底的にやって終息させる。中途半端だ。 60代⼥性
⾃粛の指⽰が出ていても個⼈個⼈がきちんと⾃粛できていない状況だと
感じる。  医療に関して、発熱外来の対応が出来てなく、保健所も全く機
能していない。

40代⼥性

政府のコロナ対策は後⼿で、しっかりした政策が無いのではと感じま
す。国⺠が⾃主的に個⼈の対応がされているので、感染が抑えられてい
る。  ワクチンの対応も遅いです。  河野⼤⾂がかなり頑張っている事が
理解できます。  ワクチンの状況を国⺠に説明する姿勢は評価します。
期待しています。

70代⼥性

延期が解除された以降の今まで我慢をして頑張ってきた企業、職種の⽅
達のフォローをしっかりと寄り添ってほしい

40代⼥性

いつも同じことをいっており、⻭がゆいです。 60代⼥性
酒税⾦を⾼額にするとよい。酒を飲まない⼈がいるのに。少しは効果あ
りと思料される。

60代男性

各市町村の数字と公表出来る範囲で良いので，具体的に教えて欲しい 50代⼥性
外出⾃粛要請ではなく､外出は⾃由とし、外出先で三密になる場合は必ず
マスクを着け､⼤声で喋らない。  と⾔うようなメッセージを出した⽅が
効果的だと思う。

70代男性



⽇本て、本当に先進国ですか、今の政治家は、⾃分の欲だけに固守して
おり、国⺠に⽬を向けていない。菅さんにはがっかり、安倍と同じ

60代男性

森⽥だけは最悪 40代男性

コロナがどの程度 広がっているか正確な情報が欲しい。感染者の数が
増えるから検査しない、重症者に該当するのに重症者にすると⼊院させ
る必要ちから重症者にしない、などごまかしが多すぎる。ごまかしたっ
て感染者はいるのが事実。広く多くの⼈に検査をして、「あら！症状が
ないけどコロナにかかってた。うつさないようにしなくちゃ。」と⾏動
に気を付けるのが⽇本⼈。検査結果で感染者は家にいる。感染者は街に
いない、と安⼼すれば旅⾏でも買い物でも安⼼してできる。その⽅が早
くお⾦が回り出すと思う。

50代⼥性

国は３⽉~の疫学と統計を基にしているのでしょうか？今回の年末年始に
始まりのその後の緊急事態の対応に不満があります。  飲⾷に対する要請
そして補償も全て⼀律と、⾃分たちの会社も飲⾷ですが店を構えての会
社では、ないので補償も無し、ただ業績悪化しただけ。ここには何らか
の補助、補償はないものなのか？

40代男性

いつも東京にならえ、な感じが幾らか気になりますが  ⾃分達の県の⼤き
さ(財政)の中でできることを少しずつしてくださっていると思います。
もう少しスピード感が出ると嬉しいので、その点で継ぎの県知事さんを
選びたいです。

40代⼥性

千葉県の企業で新型コロナウイルス対策に必要な物を製造し県内のお店
で販売、例えば、商店街や個⼈店を中⼼にマスクや⼿指消毒液等。それ
に対し県は補助や助成し地場を⽀えて経済をまわしながらも感染予防の
啓蒙に繋がると思います。

30代男性

⾮常事態宣⾔の延⻑はこれ以上は無理だと思う。ワクチンの接種が早く
全員に回るようにしてほしい。

50代⼥性

まったく評価できない。 50代男性
⼤変残念だが、エネルギーを持って何かを変えてくれる⽀援する政党が
なさすぎる。また、期待が持てる事もないのが残念

60代男性

対応が遅い。 50代男性
千葉県で感染者減少しないのは、感染の地域及び感染ルートをきちんと
情報公開しないから。

60代男性

対策とかが市⺠に伝わってこない!! 60代⼥性
なし 60代男性
⽬標を明確に⽰してほしい。全て中途半端で、どこにむかっているのか
分かりにくい。

50代⼥性

対応が遅すぎる。休業を求めるなら補償をしっかりしないと⽣活出来な
い⼈がたくさんいる。国⺠の為に素早い⾏動を求める。

40代⼥性



フィットネスジムに通ってますがスタッフがいない場所(ロッカールー
ム、浴室)ではおば様達がマスクもせず⼤声で喋りまくり三密なんてもの
じゃなく恐怖を覚えます。もっと⽬の⾏き届かない場所もしっかり対策
して貰いたい

40代⼥性

緊急事態宣⾔の延⻑をしたからには、もっと感染を押さえられる具体的
なことを提案して欲しい。

70代⼥性

通勤時の⼈の多さは規制前と全く変わらない。少しずつ多くなってきて
いる。

60代男性

先⼿を打った政策を実⾏して欲しい。今後は個⼈の努⼒にかかってくる
と思うので国⺠に対するメッセージをしっかり出して欲しい。

50代⼥性

よく解らない 60代男性
無策 40代男性
国と県双⽅に原因があると思うが、意地の張り合いに⾒えることがあ
る。千葉県に関してはクラスターが抑えられていない状況が⼼配だ。

80歳以上男性

時短要請に従わない店舗に罰則を望む。 40代男性
個⼈に外出⾃粛をお願いするのではなく、外出禁⽌令的な強い勧告が必
要と考える。

50代男性

特定の職種、特定の家庭環境ではなく、平等な保障をお願いしたいで
す。    医療関係、保健所等コロナ対応の現場の⽅々には、感謝の⾔葉し
かありません。

40代⼥性

時短を強いるなら、保証はもっと早く⼿厚くするべき！ 50代男性
景気回復も必要ですが、先を⾒据えて今は⾃粛を徹底させ、感染がおさ
まったら景気対策を優先して⾏って欲しい。

50代⼥性

未知の危機になんとか対応していると考えます 60代男性
対策が遅い。また、市区町村により対策や施策が違うのが気になる。 40代⼥性
⾃⺠党のコロナウィルス対策は全くダメだ。 40代男性
早くワクチンを接種できるようにしてもらいたいと思っています。 70代男性
政府、千葉県は物⾜りないですが、まぁ良くやってると、しかし対策を
しても、⾃粛する個⼈差がありすぎて、意味がないように思います。み
なで協⼒なけりゃ無理です。

50代男性

対応が後⼿になっている。  ワクチンの普及を早くしてほしい。 50代男性

⺟⼦家庭。出産後も仕事を続け、⼦供には⼩さな時から寂しかったり不
⾃由な思いをさせてきたと思う。そう⾔ったことを犠牲にしてきたが、
ある程度収⼊があるから、⼦供が⾼校⽣になったからと何も福祉も補助
も⼿当も受けられない。とても不公平だと思う。

50代⼥性

難しいとは思いますが決断が遅いと思います。 40代男性
⼀部の都⺠に都県を跨ぐ移動を⾃粛するようもっと強い⽀持を出してほ
しい

50代男性



県としての独⾃の政策がない 60代男性
こんなのただの⾵邪、神経質になりすぎ  メディアの印象操作に振り回さ
れ過ぎてる  正しいデータの情報開⽰を

50代男性

積極的疫学調査をするべき 70代男性
政策がゴテゴテで危機管理がなっていない。国⺠に⾃粛を要求するが、
⾃分たちは別だと思っている。許せ無い。

70代男性

今の緊急事態宣⾔、昨年に⽐べ緊迫感が無いです。 60代男性

今千葉県の感染が上がっているのは、明確な対策がないから    他県から
の観光⽬的の出⼊りを制限して欲しい、と、共に、県北   千葉習志野船橋
柏成⽥などからの、県南への観光⽬的も制限すべき！  特に千葉県は地形
的にも海⽌まりなので北〜南を制限する事でかなり感染地域を絞れるは
ずです  なぜ、県内政策をしないのか？

40代⼥性

飲⾷店の保証に対して利益が出る個⼈店  利益の出ない⼤⼿に対しての対
応を考えて欲しい

40代男性

飲⾷業界への助成⾦は昨年度分を調査してから⾦額を決めてはどうか。
ズルく⽴ち回っている⼈がいると聞きます

60代⼥性

医療体制がきちんと連携がとれていない。病院も機能毎になっているの
に何故重症者・中等者・陽性者の施設を有効利⽤して隔離すべき。本来
の特別措置法は隔離が原則なのに現状は本末転倒。家庭内感染をどうし
て防げるのか理解に苦しむ。

70代男性

感染を⽌めるのには徹底したロックダウンをするべき。 70代男性
緊急事態宣⾔が延⻑され、現在千葉県も感染者数が減らない状況です。
コロナ過の早期終息に向け、県⺠⼀眼となって取り組むよう、⾏政も徹
底した施策指⽰をお願いしたい。

50代男性

中途半端な対策はやめてほしい。低所得者への給付⾦を実施 50代男性
医療従事者をもっと⼤切にしてほしい。 40代⼥性
「お店は営業してもいいですでも皆さんは出掛けないで下さい」みたい
に⾔われてる気がして「どうしろって⾔うんだ？」って思う。

50代⼥性

特になし 30代男性
GOTOで⼈を動かさないで直接⽀援すればいいのに 60代男性
試⾏錯誤していくしかない。  後は個々のモラルの問題。 50代男性
今のままではもたない。 40代⼥性

⽴ち遅れ・政策・スピード不⾜・⼩池に振り回される等全てにダメ。知
事の体⼒不⾜と感じた。  いざという時、知事は⾏動⼒が必要→若い⼈が
良いと。さらに⼩池のクソババァにやられない後ろ盾は絶対必要。千葉
を本質的に理解していないとダメ。さらに裏で宗教関連表をまとめてい
る⽴憲⺠主等には投票出来ない。

60代⼥性



県としては埼⽟のような独⾃性に⽋ける    訴えとしては埼⽟知事の⽅が
上

40代男性

コロナ対策に偏り過ぎ、他の病気への対応がおろそかになっているので
はないか

70代男性

早くワクチンを打ってほしい 60代男性

在宅勤務、時差通勤、時短勤務を推奨されてますが、中⼩企業は実⾏で
きない事が現状です。  私は⾷品関連の開発に従事してますが、⼤⼿企業
の新商品開発の為に原材料を供給されられます。  今、⾷品で新商品を発
売する必要がありますでしょうか？  そういう事が抑えられれば在宅勤
務、時短勤務に対応できると思います。  ⼤⼿企業は売上を重視した⾏動
しかしてないと思われます。  もっと中⼩企業の意⾒を吸い上げた⽅が良
いと思います。  またステイホームをしてますが冬場は光熱費が上がり、
補償をして頂けますと助かります。

40代男性

国⺠、県⺠に⾃粛ばかり要請する割合には病床確保ができていない。菅
政権は縦割り⾏政にメスをいれると⼝だけ。なぜ海外のような  ⼤規模コ
ロナ専⾨病院がつくれないのか？政府は⼝ばかりで具体的実⾏⼒と危機
感がない。⾃⺠党の⽼害政治家は退場すべき。

60代男性

⾃分のことでしよ 60代男性
他党の批判ばかりでなく、国⺠を第⼀に考えてほしい 30代男性
ワクチンの確保がおそすぎる 70代男性
テレビなどで報道されてるが、トップが会⾷などルールを守らないこと
を遺憾に思う。もっとトップは責任もって⾏動してもらいたい。

50代男性

三密対策をきちんとしていれば、飲⾷店の⾃粛規制は緩めてあげてほし
い。

50代男性

コロナワクチンが何時になれば、⼀般の⼈達に⾏き届くのかが、未だに
ハッキリしないので、もっと情報を分かり易く発信して欲しいです。

70代⼥性

政府や千葉県の対策は概ね正しい。  個⼈個⼈がさらに気を引き締めるこ
とが必要。  緩い⼈がいるのが問題。

60代男性

現場は良くやってる。各地域でPCR検査を希望者には格安で制限無しで
提供出来れば良い。

50代男性

税⾦の無駄使いは、してもらいたくない 60代⼥性
森⽥知事は指⽰はするが新型コロナウイルスに関することや災害対策に
ついては指⽰できない。  管総理は安倍総理に⽐べると誠実さが伝わる。

50代男性

もう少し三密回避のアピールをして欲しい。落ち着き始めた時こそ、ア
ピールを⼤きくしないと気の緩みが⽣まれるから

50代男性

千葉県の発⽣状況を⾒ると病院、⽼⼈ホーム等が多いように⾒受けられ
るので、施設に従事している⼈のPCR検査、出⼊りする⼈との接触を無
くす対策が必要と思います

40代男性



千葉県においては、なかなか感染者が減りません。どうしてでしょう。 70代⼥性
だらだらとした対策は不要。もっと短期集中で対策して欲しい！ 40代男性
特になし 50代男性
やっていることが⾒えてこない 60代男性
対策、判断が遅すぎる。 50代男性
得体の知れないウイルスの対策はとても⼤変だと思うが、頑張って対策
してくれていると思う。ただ、Go toについては、納得しかねる。

30代⼥性

千葉市⺠ではないですが、熊⾕千葉市⻑の対応の速さに注⽬していまし
た。  県知事となった熊⾕さんに期待したいです。

40代⼥性

先が⾒えない 40代男性
変異株のPCR検査の推進を進める。医療関連に予算を増やして、予防医
学に⼒をいれて欲しい。危険を予知して対策、実践、評価できる政府に
なって欲しい。もっと若い役⼈の能⼒が活かされるといいと思う。

60代⼥性

千葉県は東京都と隣接しているのだから共通の対策で進めで⾏く必要が
あると思います。

50代⼥性

ゴーツーなんとかは、⽌めてほしい。 60代男性
危機感がなく、どこか他⼈事のように捉えていると感じた。報道等⾒る
限り連⽇忙しそうだったが、中⾝があるのかわからなかった。

30代⼥性

個⼈対策を、補助⾦をふくめ、徹底するべきです、再度１０万給付⾦あ
りです❗

70代男性

対応策が乏しく、実施する場合でも後⼿々々になっている。また、国⺠
に負担を強いているわりには政治屋たちは対岸の⽕事というように⾒え
る。⾃分たちの利害関係の業種だけでなく飲⾷店や⾃営業の⽅への対応
ももう少し⼿厚くしてはどうか。

50代男性

新型コロナウイルスが経験したことの無い感染症の為、政治を司る⼈間
の思考が正常とは思えない。菅総理は安部総理と⽐べて全体において
劣っているように感じる。もう少し考えて⾃分の⾔葉で答弁してほし
い。

60代男性

今回の新型コロナウイルスの問題によって、⽣活が困難になっているシ
ングルマザーの家庭や、住む所まで困っている低所得者をもっと⼿厚く
保護するべきだと思います。  飲⾷店についても、⼀律の給付⾦ではな
く、お店の規模によって少なくとも3段階くらいに分けて給付しないと、
とても不公平な状態になっていると思います。

60代⼥性

難しい⾯もあろうが、場当たり的に感じる 40代男性
特になし。 70代男性
早くにワクチン接種が⾏き渡るようにしてほしい 50代⼥性
・感染者削減に対して対策が中途半端で⼗分な効果が出ていない。  ・
もっと強い対策を望む。対策不履⾏に対する厳罰など。

60代男性



特になし 60代男性
たれでも⽣活に困らない⽣活出来るような世の中になったらいいです
ね。

70代⼥性

ワクチン接種の順番をはっきり⽰してほしい。 60代⼥性
⾸都圏の対策は、⼩池百合⼦東京都知事任せではダメだと思う。 40代男性
カラオケスナックや病院と⾼齢者施設等で、クラスターが起きているの
で、根本的に調査、PCR検査を徹底して欲しい。

70代⼥性

⾏き当たりばったりでなく、３ヶ⽉先半年先にどうなっているかを真剣
に考えて、いろいろな事を決定しに対応してほしい。  緊急事態宣⾔も、
どうなったら解除となるのか具体的に教えてほしい。そして解除となる
ためにする具体的な事を実⾏するには今、何をどうしたら良くなるのか
詳しく教えてほしい。    『コロナに打ち勝った証しとして東京オリン
ピックパラリンピックを開催する』との事でしたが、いつ打ち勝ったの
か、またはいつどうなったら打ち勝ったとなるのか教えてほしい。

50代⼥性

緊急事態期間中にもっとどうすればいいか？ 何をして⾏こうか？ 千
葉県の独⾃の対策をして欲しい！！  東京の真似してるだけだとよくはな
らない！！  船橋、柏、松⼾は週末、密になりすぎ、県外ナンバーの渋滞
も多すぎ！！

40代男性

緊急事態宣⾔と⾔っても市⺠にはもう緊張感がないので、もっと徹底し
た対策が必要だと思う。

50代男性

特になし 40代男性
政治家に年齢制限や資格、能⼒基準を設けた⽅が良い。そうしないと法
の上での平等が覆され政治家なら何やっても許される不平等社会になっ
ている。

40代男性

⾏き当たりばったりで先をみた対策とは⾔いがたい 60代男性

コロナ関連の情報の整理  各市町村のホームページにそれぞれの⽅法で情
報が載っているが、⼀⽬でどの地域でどのような原因の感染か分かるよ
うにして欲しい。そこから、注意喚起ができると思う。また、ワクチン
接種の状況やPCR検査の状況も分かりやすく⽰して欲しい。現状では分
かりにくい。

40代男性

⾃粛を延⻑した⽅がよい 70代⼥性
1都3県で最悪の知事  2019の台⾵対策 河川氾濫等等すべて後⼿後⼿で台
⾵の最中別荘の点検に公⽤⾞で⾏った事など悪事にいとまがない。頭が
悪い。危機管理能⼒がない  最低のもとさ芸⼈でしかない

70代男性

職種にかかわらず国⺠に平等に保障  教育福祉の充実 40代男性
コロナゼロは絶対に不可能だと思うので、インフルエンザのように特効
薬を作るしかないと思います。  飲⾷店の時短営業も無意味かと。国⺠全
員に⼀律給付してほしいです。

30代⼥性



指定感染症のレベルを下げて、このお祭り騒ぎを終わりにして欲しい 50代男性

⾵邪をひいても(コロナでない)発熱があっても気軽に受診出来ない。こん
なの国⺠皆保険とは⾔えない。台湾・ニュージーランド・オーストラリ
アのように検査をどんどんして無少⼥者を隔離し⾮感染者で経済を回す
ようにしてほしい。千葉から始めましょう！

40代⼥性

適正だと思います。 60代男性

コロナ発⽣当初は先が⾒通せないので都度対応は仕⽅ないが、今は傾向
や今後の⾒通しがある程度考えられる状況になってきたとおもうので、
現状維持の対応ではなく中⻑期な対応や制度について議論し国⺠に⽰し
てもらいたい。

30代男性

森⽥さんの無能さにあきれている。⾃⺠党と⾔ってもよい。 60代男性
夜ばかり規制して、昼間は野放し。昼間の会⾷、飲みだって⼗分危険な
のに 政府も県もおざなり。結果下げ⽌まり。100⼈以下にもできない始
末。危機感が感じられない！

60代男性

ロックダウンを含めた強制⼒のある施策を実⾏して欲しい。  未だに県南
には他県ナンバーが来訪していて、感染拡⼤防⽌とはかけ離れた状態。
新知事には県全体を⾒渡した政策を期待する。

40代男性

もっと短期間で強くやった⽅が良かったと思います。 60代⼥性
なし 50代男性
⾼齢者施設従事者のワクチン接種を進めた⽅が良いと思う。クラスター
の発⽣が多いと感じる。

40代⼥性

我々の⼿本となる⾏動を取って欲しい。⾃分のお給料を苦労なさってい
る⽅々に差し上げるくらいの男気を⾒せて欲しい。

40代⼥性

補償を困ってる⼈に届くようにしてほしい。店の休業要請⾦も⼀律はお
かしいのでは。

40代⼥性

変異したウイルス対策を徹底してほしい。無症状者へのPCR検査の規模
を拡⼤し早めの実施を希望する。

70代⼥性

緊急事態宣⾔ばかり出していても仕⽅がないと思う。  またか…としか感
じなくなっているし、意味がないと思う。  ウィズコロナで⽣活していく
本当の意味を国がしっかりと⽰してほしい。

50代⼥性

今の政権は頼りにならないと、最近痛感しています。  議員に定年制を
作ったり、贈賄収賄など違法を犯したら失職さる、など改正して欲し
い。議員の⼈数を減らして困っている⼈にもっと回すようにしてほし
い。  コロナ対策も後⼿後⼿、信頼のおける政府であってほしい。

60代⼥性

千葉県のコロナ対策はいまいち積極的では無い 60代男性
gotoは⾏った個⼈に税⾦を与えるだけ。政府は､下ざさえしている医療関
係者にもっと直接⽀援をするべき。｢お国が決めた事ですから、｣などと
⾔う県知事はいらない。

70代男性



世論やマスコミの論調に流されず、コロナ対策⼀辺倒ではなくもっと経
済とのバランスを考えた政策をとってほしい。

30代男性

政府はこの1年間コロナ対策は全く何もしていない  外国ではPCR検査の
件数が⽇本の⽐ではないほど⾏っている  通信環境も全くの⼿付かず  ア
プリの開発も⾦だけとられて全然使えないものを開発している  ⺠間の⽅
が安くて優れたアプリの開発が出来ると思う  結局安倍政権から癒着と私
腹肥やしばかりで国⺠から税⾦をとれば良いとの考え  コロナになって韓
国ドラマを沢⼭⾒ているが韓国の歴史ドラマと今の⽇本の国会が同じす
ぎで驚く  ⽇本だけ何年経ってもコロナは終息しないと絶滅する

50代⼥性

⼀⻫休校、アベノマスク配布は完全に失敗だった。 40代⼥性
給付⾦をまた出してもらいたい。 40代⼥性
もっと、積極的な⾏動抑制策を⽴てて欲しい。 70代男性
ワクチンに権限を持つ⼤⾂が⾸相含め4⼈いる時点でマネジメントが破綻
しており⽀持できない。

50代男性

⼦育て世代にも⽀援する政策が欲しい。コロナでアレルギー性の咳でも
学校に来るなと⾔われる。  オンライン学習の充実、設備⽀援、お願いで
きないものか。。。

40代男性

もっと情報を発信してほしい。  困窮している世帯や店を国や県の⽅から
洗い出して、しっかりした保障を！

50代⼥性

県として独⾃の画期的な対応というものが千葉市の千葉テレビくらいし
か思いつきません。政府と連携しつつ、千葉の実情に沿った対策を打ち
出していただきたいです。

50代⼥性

緊急事態宣⾔などの発令や他のコロナ対策が後⼿後⼿になっている。  判
断が難しい⾯はあるが、最悪になる前に早めに対策を取って貰いたい。
船橋市では、60歳〜80歳の⾼齢者がカラオケに⾏きクラスター発⽣して
いる。  ⾃治会などを通して⾼齢者にもっと注意を促して欲しい。

60代男性

国内⽣産のワクチンや治療薬を早く接種できるようにしてほしい 60代男性
緊急事態というだけで、具体的に何もない。外国のように、もっと厳し
くして。⼊国する⼈も厳しく制限して、持ち込まれないように。

70代⼥性

⾔った者勝ちの各種補助制度に納得が出来ない。 40代男性
飲⾷店ばかり⽀援するのは不公平 40代男性
将来を⾒据えて理解される施策を実施してください！ 40代男性
国⺠の⾃粛以外の政策はないのか？ 40代男性
政府は先⼿先⼿で進めていない国⺠を⼤切に今のままでは資⾦がなく⽣
活出来ない資⾦援助をお願いします

60代男性

予防接種の早期開始  学⽣への負担減少 40代⼥性



とにかく⽇本のトップたる⾸相が頼りなさ過ぎる！  もっと⾃分の意思で
制服、与党を引っ張っていけ！

40代男性

病院情報やワクチンの情報もっと正確にほしい 60代⼥性
他府県に追従してるだけで千葉県独⾃性がない 50代男性

コロナを2類から外して、インフルのように開業医が、診察できるように
して欲しい。CTを撮って、コロナの肺炎をいち早く⾒つけられれる。イ
ベルメクチンを何故使わないのか？第4波は、変異種と⾔われているが、
ファクターXは効かないかもしれない。緊急時代宣⾔を、花⾒前に解除す
べきでない。オリンピックも開催はあり得ない。空港から外国⼈を⼊れ
ているが、⼆週間の待機期間を守っている⼈はほとんど居ない。危機の
時に強いリーダーシップを取れる⼈を総理にして欲しい。

60代⼥性

コロナ対策費をどのように使っているのか、市毎に詳細を提⽰してほし
い    各家庭に援助もなく、対策費がどのように使われているのか不明
市⺠は納得してません

40代⼥性

関東1都3県の中で知事のレベルが1番低い。早く次の知事に変わって有能
なスタッフと共にコロナ対策などの政策を打ち出して欲しい。

70代男性

政策の成否が判明するには時間がかかると思います。最善と思われる政
策を思い切りよく進めて下さい。

50代男性

政府や県の対策が⾃粛と時短営業とマスクだけ？これが対策なら(笑)何か
あるはず有能な政治家居るならね❗

60代男性

⾃粛を強要しながら保証はなく、捕捉率20%未満の⽣活保護や緊急⼩⼝資
⾦の借⼊を挙げるのはナンセンス。今回の延⻑も納得がいかない。

30代男性

ワクチン接種を軌道に乗せられるようにその体制をしっかり作ってほし
い。

70代男性

徹底的に対策しないと感染者は減らないと思う。 40代男性
マスコミが邪魔をしているせいで、うまく機能しないことが多すぎる。
マスコミの活動を厳しく制限しなければいけないと思う。

40代男性

お⾦がないから配布して欲しい、個⼈の保障がないのはおかしい 30代⼥性
スピード感を持ってやってください。 60代男性
誠実性を  第⼀に  県⺠を尊敬  ⼈として  安⼼  安全な  居住空間 を  維持
し 千葉県⺠で 良かったと  思えるコロナ政策を  切望します。

70代⼥性

感染拡⼤防⽌対策に対して飲⾷店を中⼼に⾏なっているが、そこに付随
する様々な業種にも⽀援を⾏うべきである。

60代男性

とにかく、何をするにも遅い 50代男性



緊急事態宣⾔を出した所で仕事がある⼈は必ず出勤するし無謀だと思
う。  現に私もスーパーで仕事してますが、ほぼ毎⽇出勤してます。いつ
コロナにかかるか不安になりつつ仕事してます。  たった⼀度の給付⾦で
全て上⼿くいくわけがないです。  もっと定期的に給付したり、救済制度
を増やすべき。医療関係や⽇⽤品(スーパーやコンビニ他)販売者にも
もっと政府から⽀援が欲しいです。

30代⼥性

政府には、まったく期待していない。 50代男性
やむを得ないと思う。ワクチンの配分をいかに平等にするかが⼤事。 50代男性
仕事は解雇され、福祉に⼩⼝資⾦等申し込んでも却下され路頭に迷って
しまう。

50代男性

何事に関しても対応が遅く感じる。そもそもコロナウイルスが発⾒され
てから外国からの⼊国制限を⾏わなかったことが1番の間違いだったと思
う。また、濃厚接触者を追わなくなっているが、それでは感染は収まら
ないと思う。  緊急事態宣⾔が発令されているが、周囲を⾒ても危機感は
ゼロで、正直飲⾷店の⽅が苦しんでいるだけでそれ以外はあまり意味を
感じられない。

20代⼥性

稼働してる流通系、医療系関係者の給料アップと、休業されている所に
保証を増やし、議員年⾦廃⽌

40代⼥性

森⽥知事の話は曖昧すぎて、不快感を感じる。 40代男性
店舗経営や国⺠に対する助成⾦は、⼀律ではなくて、納税額で決めて欲
しい。

50代男性

店内飲⾷ではなく、テイクアウトを優遇する、クーポン等を発⾏した⽅
がよい。

40代⼥性

強い指導⼒を感じない 50代⼥性
経済とコロナ対策を天秤にかけている。いつまでもだらだら決着付かな
い。⾦がかかるばかり。コロナ患者を少なくする事第⼀にするべきで
す。

80歳以上⼥性

景気対策を気にするあまり、全てが中途半端となり、コロナを抑え込め
ずに⻑引いてしまいまい、結果として景気後退を招いている。

50代男性

県内の感染者発⽣情報について県全体でなく地域ごとにわかりやすく明
確な発表希望。⾏動歴などの項⽬に調査中と書かれてあるケースが⽬⽴
つように感じる。  把握してから発表してほしい。飲⾷店や街での⾏動に
も県⺠の予防に対する意識の低さを感じる。都⺠より緩んでいると思
う。⾷後なのにマスク外して店内で喋りまくっている中年層を⾒かけ
る。居酒屋以外での酒類の提供を今は辞めるべき。

50代⼥性

なるべく 不要な外出 会⾷は 避けていますので 多くの⼈が 同じ
ように 過ごしてくれることを願います 飲⾷店の⽅々は ⼤変厳しい
思いをしていると同情します。

60代⼥性



⽇本では⾵邪かインフルエンザ程度の対策で充分。過剰対策による被害
の⽅が甚⼤になる。

60代男性

早く、全員PCR 検査と、ワクチンの接種をお願いしたい。 60代⼥性
感染者数がなかなか減らないのは、今回の緊急事態宣⾔の規制が緩かっ
たせいなのではないか、と考えている。

50代⼥性

昨年からのコロナや⾃然災害など⼤変な世の中になりましたが、何より
⽇本は⼈⼝を増やすことが⼀番⼤事。なぜ結婚しないか出来ないのか、
⼦供を産まないのか産めない理由がある。この対策をしないと30年後の
⽇本は無くなる。

50代男性

⽀持率、選挙ばかり気にしないでしっかり、謙虚に対応してほしい 40代⼥性
今のままでは。おさまらない 50代⼥性
政府のコロナ禍対策が全てゴテゴテに成っている。もっと指導権をもっ
て欲しい。

70代男性

隣県との調整は必要だが、もう少し千葉独⾃の⽅針を出しても良い気が
する。

40代⼥性

政策の良し悪しは、分からないが、リーダーのアピール⼒、誠実さがな
いので、不信感が増す。すが総理テレビにでると不快。⾃⺠党辞める。

70代⼥性

科学的論拠が不⾜ 70代男性
皆が初めてのことなので右往左往しているようで早い決断をしてほし
い。対⽴せず⼒を合わせてほしい

70代⼥性

感染者の多い都道府県を重点的にワクチン接種を実施する。感染者が少
ない県は後回しにする。

60代男性

はやく収束して欲しい 40代⼥性
経済回復を 60代男性
源である飲⾷店、カラオケ店、⾵俗店を重点的に取り締まることが重要
であるがしっかり守っている所もあるので守っていない所を重点に強い
指導をお願いしたい。

70代男性

⼀律の給付⾦だけでは無く、出来るだけ実体に則した⽀援が出来るよう
にした⽅がより良いと思う。

60代男性

千葉県の感染者数が増加傾向にあるが情報があまりないことに不安を感
じている。

30代⼥性

森⽥知事の会⾒の態度が良くない 20代⼥性
お年の⽅疾患のある⽅は、年⾦・その他の⼿当てを増やすなどして⾃粛
して頂き、逆に経済を背負っている年代の⽅々に先にワクチン接種を
し、経済を動かして頂くのはどうか。

50代⼥性

軽症者や無症状者のPCR検査を受けやすくして、真にコロナを封ずる⽅
向にしてほしい。

50代⼥性

野党はあら探ししていないで、対策考えてくれよ！ 50代男性



対応が遅い、国⺠の善意に依存しすぎ、もっと政府が論理的説明のもと
明確な対策をしてほしい。特にオリンピックについては世界的パンデ
ミックなので本開催を1サイクルシフトすれば よいのになぜ、中⽌とか延
期とかの議論となるのか不思議。アメリカ放送のための開催ではない。

50代男性

若い者や⾼齢者も問わず、お願いするだけ、名前だけの緊急事態宣⾔出
されても意味がない。緩すぎる。また、コロナ発⽣から⼀年近く経って
いる。医療が逼迫しないように病床増やすなり対策はできたはず。先⼿
ではなく、後⼿にまわってるのもわからないのか？正直⾔うと、怒りを
覚えるゆるゆる対策である。

20代⼥性

不公平は⽀援はやめてもらいたい 40代⼥性
医療従事者へ、特に看護師へ給付をして助けて上げて欲しい！ 60代⼥性
昨年から⾔われていたことなどで、対策はもっと⼤きく実施するべき
だったと思う

50代男性

⽅向性及び保証、検査等があいまいでその場しのぎの感が強い。 60代男性
リーダーが専⾨家の意⾒を勘案して、最終的には責任を持って判断を下
し、早く⾏うことが重要と思います。

70代男性

⼀度完全にシャットアウトする必要が合ったと思う。 60代⼥性
国⺠の意⾒と政府の対応に差があり過ぎる。 40代男性
だらだらと対策をとっているから終息しないと思う。  国⺠に政治家が信
頼されていない限りどんな対策をしても効果は上がらないと考える。

70代男性

総理、⼤⾂、知事。誰がなっても変わらないのは、その道のスペシャリ
ストを⽴てずに学歴・⼈脈⾎脈・知名度に頼っているから。外部から台
湾・デジタル担当政務⼤⾂のような本当の意味での適材適所を実⾏しな
いとコロナを封じ込めても経済、それに関わる国⺠の幸せはない。

50代⼥性

ワクチン接種をもっと早くしてほしい。 40代男性
特にないが、時短営業する意味あるのかなって感じ 40代男性
検査体制を早く確⽴し状況把握し拡⼤防御に勤め抑えて欲しい。 70代男性
東京都よりの千葉と離れている千葉の感染者数が⼤幅に違うので、細か
めに対策をかえて考えて欲しい。

50代⼥性

飲⾷以外の零細企業にも⼿厚く保障してほしい 50代男性
医療体制を整えて欲しい。  イベントリスクに素早く正しい的確な判断が
出来る法改正案を希望します。

50代男性

新規感染者数が0になるまで徹底的にロックダウン等をするべき、国もそ
うだが今のやり⽅はぬる過ぎる。150以下で宣⾔解除とか意味不明。

50代男性

やる気無し 70代男性
時短営業など締め付けが厳しすぎると思う。 20代男性
コロナワクチンは安全なのか。 40代⼥性



⼀⾔でいって、無策。国⺠・県⺠に⾃粛を求めるなら、⼗分な補償と、
PCR検査を徹底し、感染拡⼤を押さえ込む抜本策が必要。医療始めエッ
センシャル部⾨に緊急に援助拡⼤を望む。

70代男性

県⺠性なのかコロナ感染に対して危機意識と⾏動が伴っていない。 70代男性

政府は本当に専⾨家の意⾒を聞いているか疑問。⾃分たちの思いを優先
し、聞いているよというポーズとしか⾒えない。千葉県では⾼齢者施設
のクラスターが増えている。その対策をしない限り減ることは難しい。
⼈の流れを抑える強い発信が求められると思う。

60代男性

新型コロナ対策に関わらず、現知事がやられる政策については、全く同
意できません。政治、⾏政を劇場型に無理に演出し、県⺠を混乱されて
います。あと僅かの期間ですが、⼀刻も早くお辞めいただきたいと思い
ます。

50代男性

対策がいまいち曖昧なので強制⼒のあるものにした⽅が良いがそれに対
して社会的保障も強くした⽅が良い

40代男性

最善ではないが妥当と思う 60代男性
困っているのは飲⾷業界だけではありません。サービス業界にも補償が
あると助かります。

30代⼥性

新型コロナウィルスが存在するというエビデンスない。コッホの4原則に
も当てはまらない。感染研もアメリカのジーンバンクに登録した遺伝⼦
情報を知らないうちに⾃ら削除している。  PCRも1⽉22⽇の厚労省の通
達が出る前まではCT値を40〜45に設定し無理やり患者を作り出してい
た。そもそもPCR陽性=感染者ではない。  今回のことで政治家、医者、
役⼈、マスゴミがいかに信⽤できないか再認識した。千葉県知事選挙も
PCRの充実とか無償でとか⾔っているアホには絶対投票しない。

60代男性

ワクチン確保 40代男性
もっと幅広く⽀援をするべき 40代⼥性

感染予防の為、終息まで、不要外出や、緊急事態宣⾔を緩めること無
く、⼀番気を付けることを徹底し解決する為、周知理解させることを優
先する。不要の外出、密の場所におけるリスクの危険性などを、他⼈ご
とではなく、全て⾃⾝の問題であることを、強くアピール

50代男性

経済を回すとかの前にまずコロナ対策をしっかりしたほうがいいと思
う。感染者数0になるまで⾃粛するべき

20代⼥性

今の対策で特に不満などはありません。 30代男性



まだまだ分からないウィルスなので仕⽅がないかもしれませんが『今へ
の対策』も当然⼤切ですが、『少し先、その先への対策』も考えての対
策も必要かと。  考えていそうで、考えてない様に感じられます。  感染
防⽌だけでなく、感染者、家族への対策、そして医療従事者からの現場
の声への対策。  離職に追い込まれた⼈には、仕事を作って、仕事をまわ
す事を考える。  接待だ何だは、今議論してる場合じゃないよ。

40代⼥性

医療関係者に⼿厚いサポートが必要だと思います。若い⼈が医療関係者
になりたいと思えるように。

40代⼥性

県情報専⾨チャンネルが欲しい。 60代男性
県全体として危機感は感じらレない。 60代男性
⾏ってきた施策に対して、効果のデータを出せてもいないし活⽤もでき
ていないから、稚拙な対応が成功していると思い込んでしまっている。

40代男性

緊急事態宣⾔下の⼀都三県から優先的にワクチン接種すべき。 40代⼥性
飲⾷店に対する保証をもっとしっかりやってあげてほしい 50代男性
⼩池さんも森⽥さんも逃げるの(責任転嫁)うまいね。⿊岩さんと⼤野さん
も。⾒てますよ。

40代男性

良くやっている 50代男性
千葉県知事の発⾔は、具体性もなく、全く響くものがなく、だから千葉
県の感染率が下がらない。国に頼らず県ができることが⽰せないのか

60代男性

与党はクリーンに、  野党は針の⽳しかみえないのか？  もっと⼀致団結
して国政を  よくして欲しい。

50代⼥性

いろんな⾯で、優遇処置や減税処置を、幅広くしてほしい。 50代男性

現場に丸投げすぎる。陽性者が職場で出ても細かな指⽰が保健所からも
市の担当課からもなく現場の⼈が消毒している。どこに対策があるのか
疑問しかない。そして、保健所の判断も⽭盾だらけ。全く信⽤できな
い。

40代⼥性

ワクチン接種について、医療関係者の次に普段から動き回る範囲の広い
20代〜40代への接種をすべきだと思う。⾼齢者は感染リスクは⾼いだろ
うが、他の理由によって亡くなる確率も⾼い。⾼齢者もいずれ先に逝く
⾃分よりも、⼦や孫が先に安全に⽣活できるようになることを望んでい
るのではないかと思う。

50代⼥性

⽣活⽀援期待度 飲⾷関係だけては⽚⼿落ち 全世帯給付必要国 千葉県独⾃
に給付を特に⼤学⽣の学費免除などアルバイト先休業 などにでI⾟いと思
います宜しくお願いいたします

70代男性

全くもって対策になってない 40代⼥性
クラスターの繰り返し発⽣事業所への徹底指導。 70代男性



緊急事態宣⾔の効⼒が弱すぎます。前回のようにステイホームを強く呼
び掛けるものでないと、飲⾷だけが損をして患者は減らない、悪循環だ
と思います。

30代⼥性

⻑期的視野で常に先⼿を打つべき。本当に困っている個⼈や事業者の救
済を最優先にすべき。先ずは経済の持続よりもコロナ終息に重点を置く
べき。

40代男性

また全国⺠に⼀律給付⾦を出して欲しいです。  前回出た時は、外出をす
る⼈が減り、⾃粛してたような気がします。

50代⼥性

⼀度、完全なロックアウトが必要なのだと思います。 60代男性

テレワークしたら、企業にお⾦が⼊る仕組みにして欲しい。通勤しない
から定期代ももらえず、電気⽔道ガスがハネアガリ、エアコン必要な時
期はトータル3万円も上がった。給料からマイナスされたのと同じ。会社
通勤費は払うが光熱費は出してくれない。プリンターのインクだけでも
5000円必要。結局、マイナスになるのであれば無理しても出勤する⼈が
増える。メリットをつくってテレワーク進めてほしい。仕事の効率が⼆
倍になります。コロナだけではなく、⾵邪もひかなくなり、病院への⽀
払い、薬代が減らせるのではないでしょうか？

50代⼥性

満⾜しています。 60代男性
当分、コロナ解除出来ないと思います、今解除しても、まだ、無理だ
と、思います。

50代男性

みんなに良い顔をしたいが為の政策という気がします。  もっと強権的に
信念を持った政策の打ち出しが必要です。万⼈が喜ぶ政治などありえな
いのですから。

60代⼥性

外出禁⽌にする 60代男性
補償⾦などの不公平な政策をなくして 30代男性
⼤学⽣や個⼈事業等の  資⾦援助をもっと与えるべき 40代男性
早くコロナウイルスを終わらせください 70代男性
緊急事態宣⾔政策をもっと強化しないと感染者は減らないと思う。 50代⼥性
PCR検査で陽性となり、ある期間が経過したからと医師による診断もな
いまま 普通の⽣活に戻っていいと保健所からだけの通知で 終わらせてい
く体制に問題があるのではないかと、疑問と不安にさいなまれる。

50代⼥性

コロナ対策の情報が  ⾒えない、聞こえてこない    どういう事をやって
いるか情報が聞きたい

60代⼥性

ワクチンに対して準備が遅すぎると思います。かなり前からワクチン接
種は⾔われているのに、確保してから動くのではなく、相当前から準備
は出来ると思います。接種時期が遅れていくのは、不安です。

50代⼥性

県外のレジャー⾞は県内に⼊れない対策はできないものか？釣り、サア
フィンの⾞にうんざりしています。

60代男性



飲⾷店の時短が⼤きく取り上げられているがそれ以外の時間で密な状態
で飲酒やカラオケをしている場⾯が散⾒される。時短より収容⼈数の制
限など他に対策があると思う。

60代男性

もっと、⾮正規採⽤、パートにも暑い保証をお願いしたい    息⼦は⾮正
規で解雇された    ひとりで⽣活たいへんなのにご時世の⼀⾔でかたずけ
られない  世の中早く活気ついてほしいです

60代⼥性

⾃分に出来る最低限の⾏動⾃粛をしている。仕事以外での外出、特に盛
り場等へは⾏ってない。うがい、⼿洗い、マスクは必ずやっている。ワ
クチン等の治療や予防体制が確⽴されていない時期だからこそ盛り場へ
の⽴ち寄りや旅⾏等は⾃粛しており孫たちにも会えていない。⾃粛解除
を楽しみに今を過ごしている。

60代男性

対応が遅い  Gotoトラベルで拡散  Gotoイートで蔓延させてしまった  解
除が早い

50代男性

政府に対して、ゴートゥキャンペーンは暫く実⾏しなくてよいと思いま
す。皆さん旅⾏に⾏きたくも⾏けない今、ワクチンの効果がでればこ
ぞって出かけると思います。ただでさえ予約が取りにくくなるのに、
ゴートゥが実⾏されると、⼈が観光地に殺到、受け⼊れの側も悲鳴とな
るのではないかと思われます。

50代⼥性

国⺠にお願いばかり。  もっと海外みたいに厳しくロックダウンをやって
封じ込みにしたり、PCR検査を国⺠全員が気軽に受けられるようにして
欲しい。

40代⼥性

たらればで語るマスゴミや野党他外野が多い中、与党県政の取り組みに
は⼤変評価している。

30代男性

ゆるゆる対策で全く評価出来ない。  何が緊急事態なのかわからない 30代男性

およそ1年前に⽇本に新型コロナウィルスが発⽣して以来、感染者数が増
えたり減ったりしてきましたが、今年初めの緊急事態宣⾔後は、斬減傾
向になったと思います。政府や⾃治体が国⺠を守るために様々な施策を
講じてきましたが、批判だけしても状況は変わらないので落ち着くまで
それを実⾏していく必要があると思います。

60代男性

後⼿後⼿でその場凌ぎの対策としか思えない。残業が多い対策部が話題
になっているが、同部署は推奨するテレワークを⾏なっておらず、して
いない理由も何があるかわからない為と⾔っているが、それは⼀般の会
社も同じ。  ⾔ってる事が⽀離滅裂

40代男性

PCR検査とワクチン接種を積極的に進めて欲しい。 70代男性
やってることは悪くないと思ってる。ただとにかく発信が下⼿くそなせ
いで世論の評判があがらない。熊⾕市政はそこはとてもうまかった

30代男性



今回の⾸相によるフライングとも思われる期間延⻑の会⾒だったが、あ
れは評価する。そもそも少し下⽕になったからと⾔ってGOToを強⼒に推
奨した政府のせいでこのような事態に陥っていると思っている。消費者
に還元ではなく、店舗などに補填すべきなのでは？？⼀度もGOTo使って
いないし、外出も丸⼀年控えている我が家は本当に腹が⽴っています

40代⼥性

PCR検索をもっと安価に⼿軽に⾏える様にして欲しい。 50代⼥性

政府はその場しのぎの対策に終始のイメージが強い。  千葉県は親⽅頼み
(政府)のイメージが付き纏う。  政策に確たる芯が⾒られない。残念。

70代男性

まるで、⼈後とのようだ。 70代答えない
誰でも⼿軽にPCR検査が出来るようにしてほしい 60代⼥性
良くやってくれてると思います。 40代⼥性

⾏政の対策は出来ていると思う。  悪い意味で皆がコロナ馴れしている。 50代男性

政府の対策は全く評価しません。⽇本⼈の気質に⽢えてるだけの⾃助頼
りだけの対策と⾔わざるを得ない。

40代男性

頑張ってると思う。 40代答えない
早くワクチンが⾏き渡ってほしい。旅⾏がすきなので⾃由に⾊々な所へ
いけるようになって欲しい。

60代男性

緊急事態宣⾔は慣れっこになっています。withコロナの時代、各⾃が出
来る感染対策を強化し、経済を回していった⽅が良いと思う。

60代⼥性

徹底的に、先ずは、流⾏を押さえる 70代男性
⼤要がすべてに、おいて、遅すぎる。 70代⼥性
決断が、遅いので、協⼒を促して、早めに、収束に向けて⾏動して欲し
い。

50代⼥性

⾊々な対策が遅い。  ⾼齢者介護施設等のワクチン接種をいち早くして欲
しい。  感染者⽤ホテルが少なすぎる。

60代⼥性

他⼈にうつさないよう近隣住⺠と協⼒して⽣活している。 70代男性
都内との⾏き来を重点にして 40代⼥性
コロナの影響に伴う貧困対策をもっと⼤胆にやってほしい。もう⼀回定
額給付をやるぐらい

40代男性

もっとPCR検査多く 70代男性
対策に進展が⾒受けられない、もっと他にも無いのか？とにかく早く終
息させる⽅法を⾒つけて欲しい。

70代男性

全員検査の早期実施 60代男性
県⺠に対しての取り組み、⾏動が全く⾒えない緊急事態への知事の取り
組みも全く⾒えない知事失格である。

60代男性



飲⾷店などで、⾃粛をしないで営業を続けている業者への、協⼒要請を
訪問するなどしていかないと、そういう所で感染が起こって、減らな原
因になっている。タクシーの会社だが、深夜飲⾷店より、配⾞依頼があ
り、⾏くと、泥酔して、マスクもせずに、乗り込んで来て、マスク着⽤
も拒否し、⼤声で騒ぎトラブルになった。今からでも接客を伴う飲⾷店
の時短短縮営業を、徹底させて欲しい。

50代男性

感染者急増の際、短期間でもロックダウンを可能とする法律を整備して
ほしい。(限定⽴法でも)  あくまでも市⺠任せでそのうちどうにかなるだ
ろうと特段なにもしない政府に呆れている。(私権の制限に引っ掛かり、
憲法絡むので出来ないのかもしれないが)

40代男性

対策が全く⾒えないし、感じもしない。  何もしていないと、実感してい
る。

40代⼥性

仕事が忙しく、現場と家の往復だけなので対策の実感がない 30代男性
コロナウイルスが多く発⽣している所からワクチンを優先にした⽅が良
いと思います。

50代⼥性

PCR検査実施の拡⼤を図り、感染の防⽌策の強化を。 70代男性
まずワクチン接種を希望者全員に速やかに実施し、さらに医療機関の体
制強化特に保健所を⽴ち直しを図る。

80歳以上男性

コロナで何が正しいのか、間違いなのかの答えのない中、⾊々動いてく
れていてありがたいです。早くコロナの終息、答えが早く出ますよう
に。

40代男性

・政府：不⼿際はあるものの、⽇々メディアが叩きまくる程には悪くな
いと思う。ただし、⽔際対策が⽢すぎる点については⼤いに不満。  ・千
葉県：周囲と横並びにやっているだけの印象。⼯夫やアイデアは何も⾒
えない。

50代男性

政治する⼈も⼈間なので天災で家が気になろうが、疫病に成す術がなく
とも当たり前なので、堂々と今できることを考えて⾏動していただきた
いです。

40代⼥性

⼩池都知事を⾒習え 50代男性
千葉県は医療の逼迫等の改善スピードが鈍く、⼀都三県の中で最も対策
が不⼗分なのだと思う

40代男性

飲⾷店も⼤変でしょうが、学⽣はイベントなど中⽌・縮⼩でとてもかわ
いそうです。  飲⾷店の悲鳴ばかりクローズアップされていますが、限界
まで我慢している学⽣のためにも強めの制限で対策し、早く終息させて
ほしいです。

40代⼥性



コロナについて、恐怖しかありません。買い物と通院ぐらいしか外に出
ません。ワクチン投与も副作⽤が分からず、怖いです。打つ気持ちにな
れません。県⺠にお願いだけでなく、具体的に不安を取り除く説明、対
策を考えてください。

70代⼥性

⼤変だと思います。思考錯誤の連続、頑張ってください 70代男性
各級⼤⾂からの説得⼒が弱い。感染防⽌に向け⼀時的に厳しいくらいの
措置を講じた⽅が良いと思う。

50代男性

国や県の⽀援は、それぞれの実状に合った⽣活保障❕   PCR検査と抗体検
査を広めて欲しい‼�

70代⼥性

コロナという初めての病気の対応は⼿探りになってしまうのは仕⽅がな
いので、その時の感染状況や経済状況をみながらその都度変わってしま
うのはしょうがないことなので、協⼒していきたいと思う。  その時に、
やはり正確な情報を簡潔に統⼀して教えてほしい。いろいろな情報があ
り判断しかねる。

50代⼥性

医療関係者だけでなく、⾦融機関も休む事が出来ないので、それに対す
るワクチン接種や⽀援等検討して頂きたいです。

30代⼥性

もう少し踏み込んだ対策をしてほしい 50代⼥性
徹底的に押さえ込んで欲しい。  コロナ対策に時短・休業等で協⼒した所
(飲⾷店等経営が厳しくなった所)にはもっと⾦銭⾯での援助が必要

50代男性

三密の回避も良いが、⼈と⼈の接触が「悪」とエスカレートしている。
間隔を置くのが必ずしも良いわけではない。  ⾶沫を⾶ばさない、受けな
い、対策を強化の⽅向で進めるべきでは。  飲⾷業でも、安全対策が⼗分
なところは多い。  またマスコミが、マスクの種類の件等、煽りすぎ。

60代男性

PCR検査と陽性者保護を、もっと積極的にやってもらいたい。ワクチン
接種も遅い。全て後⼿後⼿になっている。

60代男性

専⾨家医師感染症から、情報をきちんと受け取って欲しい、。 70代男性
全くあてにならない 40代⼥性
後⼿のパフォーマンスのみで、⽀持できる部分はない 40代男性
業界圧⼒と思われるクラスタ隠蔽を⽌めて頂きたい 60代男性

コロナウィルスについて、世の中の⼀部ないしは多くの⼈が実態より軽
く⾒ている様に感じる。このままではオリンピックも開催されさらに多
くに⼈に感染して死者も多数となるのでは無いかと危惧する。対策は他
国も含めて⼈の移動を制限するのが⼀番かと思えます。

70代答えない

公平に素早い対応を望みます。 60代男性
始めてのことだから、全てにおいて後⼿後⼿になっている。  千葉県に限
らないけど…

40代男性



景気も⼤事だがGOtoなど早々にやった結果がこれだけ⻑引いたのでは…
サービス業等はほぼ限界だと思う。  オリンピックをやりたいのであれば
なぁなぁではなく海外同様厳しくし⽇本⼈なら短く出来るのでは？と思
います。

50代男性

議員が多い。  必要最⼩限の⼈数でいいと思う。 30代男性
誰でも検査が受けられるようにお願いします。 60代⼥性
今年度いっぱい、コロナが落ち着くとは思えない。  徹底した⾃粛対策を
打ち出して欲しい。  もっと強い対策を打つべき、最悪ロックアウト藻、
仕⽅ないと思います。

70代男性

ワクチンの早期展開と円滑な実⾏をお願いします。 60代男性
飲⾷店の時短要請のみで、感染者数が下げ⽌まりになっている。  もっと
強い要請をして、短期間で感染者を減らすべきだと思う。

30代⼥性

緊急事態宣⾔についてもはや無意味に近い状態。午後８時の線引きも⾒
直すべきだと思う。

40代男性

⼩池知事のいいように使われてる気がする。 40代男性
精神論や思いを語るだけでは無く、具体的で正直な分析に基づいた対策
を⾏い、⼩さな国⺠の声を無視しない事。

50代男性

市⺠に⾃粛要請するだけの印象がある。国、県は具体的な対策を出すべ
き

70代男性

千葉県は成⽥空港からの外国⼈流⼊のために感染者が減らないのではな
いかと思うのだが、千葉が減らない事にマスコミが触れないことが怖い

30代⼥性

ワクチン接種を早く打てる様に、対策をしっかり⾏って頂きたいです。 40代⼥性

GOTOキャンペーンなどに予算を使わずに、感染拡⼤を抑えたいなら、観
光旅⾏業や飲⾷業に⼀定期間休業してもらい、その代わり相応の補償を
出しす事に予算をかけた⽅がよいと思う。  具体的な内容を検討するとな
ると、とても調整が難しいとは思うが、今の政策は中途半端すぎる。

40代男性

全て後⼿になっている  どこまで我慢すればいいか、これからどうなるか
がわからない。  困っている⼈に⼿を差し伸べていない。

60代男性

gotoだけは初めから失敗だと思った 40代⼥性
⼆回⽬の⼀律給付⾦を出して欲しい 50代男性
常に東京都に追随してるだけの感じなので、独⾃の強⼒な対策を望む。 60代男性
緊急事態宣⾔のわりには、通勤電⾞が空いてなく満員！  武蔵野線の本数
を増やしてもらいたい！

60代⼥性

コロナ対策に注意喚起だけで県独⾃の具体策がない。 70代男性
全ては予防接種がいきとどいてから、経済政策、オリンピック開催と
思っているので、計画性を持ちつつ迅速に執り⾏って欲しい。

60代⼥性

感染者をしっかり把握して厳格に隔離すべき 70代男性



困窮者の線引きが国とかけ離れている。仕事をしていても残業代は激
減、ボーナスカット。Gotoで旅⾏に⾏ける⼈のフォローより、毎⽇苦し
んでる⼈に税⾦を使えないのか？Gotoトラベルは失敗政策です！

50代⼥性

もっと厳しい対策を。 50代男性
徹底的に抑えるべきで、緊急事態宣⾔の再延⻑も２週間で抑えられなけ
れば、医療現場の安全⽔域になるまで、解除しない⽅が良い。

60代男性

国⺠の命を守る事をまず第⼀に。 40代⼥性

国や県としては対策をしている様に感じない位。⼈出は多いしクラス
ターも多発。今のままでは下げ⽌まりのまま何も変わらないと思う。県
⺠のコロナに対する意識の差もかなりある。難しいが⼈任せではなく何
か対応した⽅がいいと思います。

30代⼥性

今の政府(政治家)は庶⺠の代表である事を忘れている。もっと寄り添った
対策を講じるべき❗

70代男性

⽇本は、こんな国だったんだ。と考えさせられる⼀年でした。マスク、
消毒液をはじめ品不⾜が続き、PCR検査も進まずワクチンも他国に頼
り、国⺠に⾃粛求める。こんな国なんですか。

70代男性

飲⾷店の時短営業制限ではなく、店舗⾯積に対しての⼈⼝密度制限にす
る⽅が経済・コロナ対策として良いのでは？

40代⼥性

政府には、医療と特定の業界に偏らない経済へのバランスの取れた対策
や⽀援を望む。

30代⼥性

やり⽅がいつも中途半端で困る。もっと説得⼒のあるメッセージを発信
してほしい。

20代⼥性

国際空港がありながら、国に対する積極的な働きかけが⾒えない事が残
念。  こう対応すべき、という明確な要望を国に出して感染を最⼩限に留
められていたら、県の評価は違っていたのではないか？

40代男性

２回⽬の緊急事態宣⾔で仕事が減り収⼊が減ってしまったので給付⾦を
⼀律で⽀給して欲しい。  コロナのせいで本当に⽣活に困ってる⼈は本当
に厳しい⽣活になってます。

30代⼥性

ワクチンは打たない。基礎疾患や脳障害で意識を失った経験者だから。 40代男性
政府のゴーツーは早すぎた。ブロック別の⾏動から始めるべきと思いま
した。

80歳以上⼥性

実際に対策を⾏っているのか実感がない。 50代男性
緊急事態宣⾔延⻑の強い推進を実施すべき。遠慮しながらの実施では効
果期待出来ず。⼀⽅弱者への⽀援は⼤胆に！

70代男性

ワクチンに期待するが、もっと飲⾷店など時間では無く、細かい規定で
営業ができるようにしてほしい。  ちゃらんぽらんな政治家も要るわけだ
から、ひとくくりに、しないで、政策してほしい。

60代⼥性



今緊急事態宣⾔解除が⽬的となっていますが、そもそもはコロナの終息
がゴールだと思います。  政府・県が⾃転⾞操業とならず、より遠い明る
い将来を⾒据え対応いただきたいです。

40代男性

PCR検査の件数が少なすぎる。あれほど検査数を増やす必要があると⾔
われながら、諸外国とも⽐較しても少ない。検査が進まない理由がわか
らない。早急に検査拡⼤に対応すべき。

60代男性

感染者はいくら宣⾔しても減らないと思う‼若者と案外と年寄りがふら
ふら出掛けているので❗

60代男性

飲⾷店は時短より客席制限で営業してほしい 50代男性
コロナを短期で終息するには、もっと強く、スピーディーな対策が必要
だったと思う。経済を保ちつつという難しさはあったが。

50代⼥性

CORONAの対策は政府や千葉県の対策も⼤切ですが、⼀⼈⼀⼈の考え⽅
が⼀番⼤切だと思っているので、皆で協⼒する事が⼤切だと思っている

60代⼥性

外出⾃粛や営業時間の短縮等、縮こまる政策だけではなく。⼈が動いて
も感染が拡がらない様、感染対策を⾏う事に補助を出すべき。

70代男性

gotoキャンペーを中⽌にする事 70代男性
飲⾷店や複合施設等の営業時間の短縮等を求めるのではなくソーシャ
ディスタンスの徹底と換気や湿度、消毒、うがい⼿洗い、マスクの徹底
などを求める⽅がいいのでは？

30代男性

国会の今の議題は重要か？  もう少しコロナ対策  ワクチンをどう進める
か？よい案を出しあってもらいたい。

70代⼥性

変異型ウイルスも増えているのでPCR検査を制御しないでもっと積極的
に実施すべきである。検査体制がゆるい感じがする。

60代男性

緊急事態宣⾔中も主⼈は普通に都内に通勤している。  飲⾷店が時短営業
しているだけでは対策にならないのでは？もっと強制⼒のある対策をし
て欲しいです。

40代⼥性

千葉県⺠全員にPCR検査を⾏って無症状感染者を⾒つけて欲しいです。
もう少し県⺠に強い⾏動制限をかけても良いのではないでしょうか？飲
⾷店にだけ強すぎると思います。私は毎⽇の買い物を3⽇か4⽇に１回に
していますよ。出来る事を続けていきますので千葉県独⾃の対策に期待
しています。国は何にもしてくれないから!!

40代⼥性

国⺠全体で痛みを分かち合う対策、給付、そして強い規制を極⼒短期間
で結果を出せるように対策を変えて欲しい。

50代男性



政府の皆さま、収⼊が減った経験はありますか？経験不⾜、勘違い多
数、国⺠の⽣活とはかけ離れた、政策、対策。なんだかチグハグな感覚
しかない。それでも痛みが分かると思いますか、いかがなものかと思い
ます。しっかりと⽬や⽿を傾け、⼈から情報を貰うのではなく、⾃分⾃
⾝の脚で情報を得て感じ取って欲しいと願います。

40代⼥性

未知のコロナウィールスの対応は⼤変難しい事ですが、現状の正しい情
報公開と偽りのない報道を切に望みます。経済活動は重要ですが、⼈命
あっての経済活動であることを忘れないで欲しいと思います。

60代⼥性

曖昧な発⾔で具体的な対応策がない。国⺠の税⾦なのでGOTOを利⽤しな
い⼈には不公平なので。⽀援⾦を売上の70％位にし休業措置を実施した
⽅が低い数値になると思う!  全ての政治家ではないがコロナ禍で飲⾷した
り呆れる。

60代男性

店舗休業や解雇等への補償をもっと⼿厚くするべき。  在宅勤務の徹底も
弱い。

30代⼥性

ウイルスの感染は終わりなき戦いに挑むようなもので経済的な犠牲はあ
る程度仕⽅がないワクチンが開発されている現状を期待するしかないと
思います。しかし政治家は解決策を⾒いだして県⺠の負託に答えるべく
責任を担っていると思います。責任転嫁するわけではないが誰が悪いの
ではなくウイルスが悪のだから。

80歳以上男性

地域毎の状況を⾒て、適切な対応(防⽌策)をするべきでは？千葉県は ユ
ルいかなと感じます。飲⾷店の夜８時以降の短縮営業の影響か、遅くま
でコンビニの駐⾞場あたりでお酒をのみ会話をして、何度もコンビニに
出⼊りしている⼈たちをよく⾒かける。そんな場⾯も把握して具体的に
⾃粛⾏動を促す必要あり。

60代⼥性

もうしばらく、(後1ヶ⽉ぐらい)⼈の接触時間を規制して、感染者を追跡
して、徹底隔離して、⼈数を減らして欲しい

70代⼥性

今までの対策について判断が遅く常に後⼿後⼿の印象がある。政府には
失敗を恐れず科学的根拠に基づいた⽅針決定を早く⾏ってもらいたい。
野党も批判ばかりで無く、コロナ対策においては対⽴姿勢を崩し与党と
⾜並みを合わせてスピード感のある国会運営をしてもらいたい。疑惑追
求などコロナ禍が収束した後にしてもらいたい。マスコミも同様です。

40代男性

緊急事態宣⾔を⻑くやるなら、もっときつくやった⽅が、良いと思う。
今みたいに、軽い感じなら、解除したらまた増えるのは、確実!  県をまた
ぐ移動を控えてと⾔った所で、聞く⼈は少ない気がします。千葉県は、
他県ナンバーが、多すぎます。  怖くて買い物にも⾏けません。

40代⼥性

⼤変な不況を被っている中、国⺠が⼀丸となれるよう政府に期待した
い。  現在、補償⾦たるものも⼤事だとは思うが、将来の⼦孫の⽣活も⼤
事。

50代⼥性


