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「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 10:16:45 50代

男性

会社員

お金や住まいのこと

特別定額給付金二回目一律再給付

ブレる事なく主張して下さい。みんな助かります。早急
に！お願いします

1/8/2021 10:26:34 50代

男性

アルバイ お金や住まいのこと
ト

コロナの影響で昨年3月から7月半ばまで働くはずのバイトが休止になり収入があ
りませんでした
最近になって救済措置が無いかと調べた所が自己申請での助成金はそこが中小で
は無いため使えず、他の手段が無いかと会社に問い合わせた所日雇いなので無い
と言われました
期間中は月10日以上は働く予定でしたが形態は日々雇用になっていた様です
労基に相談したのですが調査で私の名を会社に伝える場合があると言われて保留
にしています
厚労省の電話相談にかけた時に中小以外の方は組合に相談して掛け合っていただ
くなどしてと言われましたが、正社員ならともかくアルバイトでは現実的には辞
める覚悟が無いと出来ないですし、仕事そのものは辞めたくないので私にはあり
得ない選択です
そのバイトは7月半ばから11月上旬まで働いて、現在は季節的にバイトの無い時
期ですが、また開始となる春からは働きたいし、会社からも口頭ですがそう言わ
れているので労基の調査で目をつけられたくないです
そのバイトは19年から始めているのでその実績で本来あるはずのバイトがコロナ
の影響で出来なかった事は証明出来るとは思うのですが
会社を通さず助成金を受け取る仕組みがあればと思うのですが
今の所は我慢して諦めるしかないかと絶望しています
何とか救済していただく方法は無いでしょうか

1/8/2021 10:42:03 50代

男性

会社員

特措法における飲食店の自粛要請の実効性の担保については、補償が十分でなけ
れば要請を無視して営業しようと考える者が多くなるため、強力な罰則で抑止す
る必要が出てくるものと思います。したがって補償が十分であれば強い罰則でな
くても休業に対するインセンティブが働き要請に応じるものと考えます。一方で
自粛要請というお願いベースのものに対して補償なり罰則なりがセットになると
いうのは法の立て付けとして疑問があるため、要請を命令又は指示に改めたうえ
で補償に関する規定を追加する改正を行うのがよいと考えます。罰則を伴う命令
や指示により公益のために経済活動を制限することについては、憲法§29③「私
有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」によ
り正当な補償が求められるものと思います。なお、十分に補償することが財政的
な理由により難しい場合は、要請に応じない者に対するペナルティとして各種支
援策の受給にあたっての欠格事由とする方法も有効だと考えます。
以上

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと

1 ページ

参考にすべき著作や文献等

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 10:47:40 40代

性別

ご職業

男性

派遣ス
タッフ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

昨年からコロナで生活変わった人々がたくさん居ます。自殺された方も、困窮か 生活保護の、コロナ特例で簡素化し、本当に今生活厳しい
ら犯罪者になってしまった方も居ます。
人は利用しやすくする。ただし半年間などの一時的な生活
保護にして、継続する必要があれば本来の生活保護を申請
非正規雇用が１番厳しいと言われてますが、正社員もリストラや早期退職、給料 する。
減やボーナスカット、ボーナス無しなども
生活保護は私たち困窮した人でもハードル高く利用しにく
いのです。
これだけの状況だからお金を使わず溜め込む人が増えて、経済回らなくなる。
デフレ不況では非正規雇用は本当にまともな仕事が無くなりますから
コロナ特例の休業給付金も、派遣スタッフの場合、現場が無くなり収入が無くな
り申請しようとしても、会社が休業お願いしていない、実質賃休業みたいな中途
半端な扱いなるのです。
会社が休業お願いしてない場合、休業給付金も対象外になってしまいます。
私は現在派遣スタッフで登録してるけど仕事が無くなり収入もありません。
市の紹介でNPOが一時的にホテルを提供して貰えてるからギリギリ生活していま
すが。昨年ホームレスになり、本当に困っていました。
他にもたくさんの困窮した人は居ます。
とにかく給付金を躊躇なく出す!
また、社協の総合支援貸付も再再延長する事により、困窮世帯にピンポイントで
金が回るのです。
事業者には給付金、持続化給付金を絶対出すべき!
お願いだけでは今の多くの国民は納得して貰えないから現在に至る訳だから
アンフェア、理不尽な経済政策。累進課税強化、消費税廃止。
現実を変えるには経団連に勝るスポンサーが御党に付く必
要があると思います。連合も近いのかもしれませんけどや
はり庶民(サイレントマジョリティ)の多くがサポーターに
なれば最強政党に。森井じゅんさんなんかともコラボして
強かに人気を高めてください。

1/8/2021 10:51:54 50代

男性

SE(個人
事業主)

お金や住まいのこと

1/8/2021 10:52:15 60代

男性

自営

お金や住まいのこと

今朝のテレビを聴いていて、自転車で移動して下さいと言っていましたが、少し
リスクがある気がしまして、タクシー業界も大変だと思うのですが、補助金を与
えてタクシー移動したらどうでしょうか？ただとは言いませんが通勤等を分散し
てリスク回避ができると思います。
因みに銀行はコロナ特需をシレット受けています。本当は飲食業の方の助ける意
見があれば良いのですがどうにもできません。

1/8/2021 11:52:31 40代

女性

お金や住まいのこと

コロナの影響で失業してしまいました。休業する方のような調整金や給付金もな
く、無収入で生きていけません。雇用保険の給付が終了してもこの状況では就職
先もないため食べていけません。トラベルキャンペーンなどをする前に失業者に
救いの手をお願いします。

1/8/2021 12:10:38 10代

男性

お金や住まいのこと

生活が切り詰められています 10万円現金給付をお願いします。

高校生

2 ページ

PCR検査の陽性者は感染者ではありません、テレビ・マス
ごみは煽りすぎです。
重症者は累計で発表していて、何人増えたのか、何人減っ
たのかを報道すべきです。昨日（７日(木)）は東京都は二
人増えたように思います。
まるで重症者が毎日100人以上増えているような報道で
す。視聴率しか考えていない報道機関は規制すればいいの
になと思います。
日本及び東アジアは幸い死者が少ないのが良かったです
ね、理由は分かっていませんが。
飲食業の方たちを救ってください、お願いしますコロナ死
より自死の方が多くなったら何にもなりません。

国民民主党が掲げているPB黒字化削除をお願いします

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 12:15:46 30代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

男性

会社員

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

課題①
・時短労働に伴う収入の低下
解決策
・現状なし。公的支援が必要

神奈川県知事に強いリーダーシップや影響力を感じられな
いので、神奈川県に住むことが不安になっている。

参考にすべき著作や文献等

自治体によって成人式を強行するところがあるので、感染
拡大に歯止めがきかないんじゃないかと心配している。

課題②
・通勤および業務上の外出や対面打合せ自粛の難しさ
解決策
・現状なし。事業者の意識の差により、テレワークやTV会議の実施が困難な
ケースが多いので、行政からの指導を強めて欲しい。

1/8/2021 12:18:14 40代

男性

自営

お金や住まいのこと

海外でロックダウンしても、感染を縮小したというデータは全くありません。
時短営業で税金をバラまくのは本当に無駄です。
目下の問題は、新型コロナの治療のリソースが逼迫していることです。
原因は、エボラ出血熱などと同じ2類にカテゴリされているから、民間病院での
対応が難しくなっているのと、今まで老人で飯を食ってきた民間病院が対応を嫌
がっているからです。
ただ、民間病院のリソースはかなり余裕があるので、5類に指定を変更し、飲食
店に20時以降の営業停止をさせるのではなく、民間病院に新型コロナの治療をさ
せて下さい。
官僚は確実に民衆のパニックに巻き込まれますが、それを止めるのが政治家の役
割です。

1/8/2021 12:18:45 40代

男性

お金や住まいのこと

他のことには予算がつくのに、
医療以外の特定の業界だけ対策をとるのはもう少し後でも
定額給付金の２回目の給付を予定しないのはしっくりこないです。
いいのでは？
付け焼き刃でも、一時的でも、お金に少し余裕があるというのは、精神的な助け
になるのではないかと。

1/8/2021 12:21:22 20代

男性

お金や住まいのこと

特別定額給付金の再給付

1/8/2021 12:23:57 10代

男性

大学生

お金や住まいのこと

コロナ禍でアルバイトも中々入れないので是非二度目の10万円給付を行なってい
ただきたいです。また、マイナンバーカードでもスムーズに申請できるようにし
て頂きたいです。また、飲食店を中心に関連業種がかなり厳しいようです。例え
ばテイクアウトにはポイントを付与すると言った施策を検討して頂きたいです。

1/8/2021 12:24:42 50代

男性

無職

お金や住まいのこと

生活困窮者への支援策

1/8/2021 12:26:24 20代

男性

学生

お金や住まいのこと

特別定額給付金の再給付を出さないのは、特措法で定める
緊急事態宣言下の家計への支援に反しないでしょうか。
また、前回はコロナが流行り始めた頃でしたので、一律10
万でも何とかなった人も居ると思いますが、今は状況が違
います。
失業者・自殺者も増え、感染者数も増えました。
最低でも一律30万は出すべきだと思います。
緊急事態宣言下での補償が無い中、罰則も政府与党は検討
しているみたいですが、補償が無く罰則だけが決まれば、
基本的人権の侵害として国に対して集団訴訟も検討してい
ます。
政府与党への強い働きかけをお願いいたします。

今小口や総合支援が終わり返済の目処がないまた今生活す
るとかお金がない早く追加支援金お願いします
コロナの影響で貧困に苦しんでいる人がたくさんいます。もう一度、全国民に給 Go Toイートを進めておきながら、感染拡大の元凶が飲食
付金を支給して欲しいです。Go to トラベルで旅行業界、観光業界を税金で助け 店だと主張して時短要請をし、応じない店名を公表して罰
ておきながら、貧困に苦しむ国民個人を助けないのはおかしいです。
するのは横暴です。

3 ページ

お金や住まいのこと（241件）
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「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/8/2021 12:27:49 20代

男性

会社員

お金や住まいのこと

働いてみて、日本の内需がどんどんなくなっていることを強く実感する。デフレ 反緊縮を掲げる政党、国際法に見合う憲法9条の改正をす
で貧困化が進んでいる状況では、政府に新規国債を財源に公共事業や給付金をガ る政党、政治家を応援したいです。
ンガンしてほしい。財務省と戦ってほしい。
奨学金返済があって、結婚なんて考えられない

1/8/2021 12:28:10 20代

女性

主婦

お金や住まいのこと

コロナ禍 給付金

1/8/2021 12:29:05 40代

男性

税理士

お金や住まいのこと

新型コロナウイルス政策

タイムスタンプ

年代

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

給付金 国民に30万づつ配って下さい。
半年は続けて下さい。
新型コロナウイルス関連の特措法改正について、党意とし
て何よりも国民の生活を守ることが大前提であって、国民
に自粛を要請するのであれば生活保障が絶対条件であると
いう趣旨が報道で伝わっておらず、従わなければ刑事罰を
科するという面だけがクローズアップされてしまいまし
た。
こんなにリベラルで個々人の意思を尊重している政党なの
に、あたかも強権的な政治を志す政党のように見られてし
まったのは、非常に残念に思います。
マスコミ対策は何とかならないのでしょうか？

1/8/2021 12:30:12 40代

男性

無職

お金や住まいのこと

生活困窮者へ追加支援

1/8/2021 12:32:30 20代

男性

学生

お金や住まいのこと

教員免許を取得しようと京都の大学で学んでいます。将来は、玉木さんと同郷で
ある香川県に戻り、教育に関わろうと考えているが、コロナ禍においてしっかり
教育ができているのか心配です。なぜ、この国は教育や福祉にお金を割かないん
でしょう。

1/8/2021 12:32:53 40代

男性

会社員

お金や住まいのこと

収入激減

1/8/2021 12:36:15 20代

女性

会社員

お金や住まいのこと

政府による金銭的な国民への経済的保障

生活困窮者の報道を見ました何故菅総理はしえんしないの
か

消費税等の税金なんとかならないか。

コロナ禍で収入激減してますが、補償もなく教育や、生活
にはなんら変わりなく支出ばかりです。補償がないなら、
せめて消費税や所得税等の一時的な免除や減額等できない
ものなのか。
経済破綻寸前です。
私はイベント業界で働いています。中小企業ですがこれま
での業績は右肩上りで、安定した中で働いていました。し
かしながら去年の2月末頃よりコロナの影響でほとんどイ
ベントは開催できていない状況です。会社の売り上げがな
い状況なので給料も年収でみて数十万ほど下がりました。
私自身は内勤ですが、現場に出ている他社員は今まで当た
り前に存在していた毎月数十万円の残業代がなくなり、貯
金を切り崩して生活していると聞きます。仕事自体も社内
の感染対策や現場が減少しているため毎月10日ほどしか勤
務していません。政府はオリンピックは開催されるご意向
とのことですが、まずは大規模イベントも開催出来ていな
いこの状況に目を向けていただくことは出来ないのでしょ
うか。正直、今の政府には絶望感しかありません。来年・
再来年の見通しが立てられない状況でも安心して暮らせる
よう考えてくれるのが国会議員ではないのでしょうか。今
の偉い方々はご自身の保身に走り、欲にまみれているよう
に思えますし、老害と呼ばれても仕方ないと思います。永
田町にいると一般市民の気持ちはわからなくなってしまう
のでしょうか。本当に国民みんな苦しくて辛い思いをして
いると思います。国民の痛みに寄り添ってくれる玉木氏の
案をもっともっと強く推してほしいです。寒さ厳しい毎日
が続きますがご自愛の上、政府と闘ってくださることを願
います。

4 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/8/2021 12:36:47 40代

男性

自営

お金や住まいのこと

デフレの日本で消費税増税後、コロナでパンデミック。持続化給付金や個人給付 自粛要請に反した場合の罰則だけが全面に押し出されてい
金なども一度きり。経済、国民生活が冷え切っている中でコロナ第三波です。耐 ます。これに見合うだけの補償の提示をお願いします。
えれるはずがありません。GOTOなどではなく直接的で継続的な支援を強く求め
る。

1/8/2021 12:37:57 30代

男性

自営業

お金や住まいのこと

財政出動、緊縮財政からの方向転換。コロナ禍での(緊急)補償、給付

玉木さんは財政出動を説き続けてくれてるので概ね良いと @okayamawarboy
思います、他のみんみん議員さんで玉木さんのそこに付い @juliocruz_noVAT
て来てくれる方はいらっしゃるのでしょうか？前原さんは @9nanachin9
井出英策を心奉されてますし、物凄く緊縮志向の方もいま
すよね。PB黒字化など、政党としてまだ路線変更できてい
ないのかなと見てて思います。改憲の話よりも、まずは経
済・財政の認識を党内議論することが先では無いでしょう
か？眺めていてそう思いました。今の菅政権の路線で行き
続けると、倒産も増え死者も増えこの国の供給能力が毀損
され続けると思います。一度失うと取り戻すのがとても難
しい(或いは不可能)なものです。コロナ以前から既に消費
税10%の増税で生活が傷みまくっています、政治家や政党
にはこの現実を認識して貰いたいです。そう思ってこちら
に書かせて頂きました。解決策は大胆な財政出動しか無い
と思います。

1/8/2021 12:41:52 40代

男性

派遣社員 お金や住まいのこと

政府、特に菅政権になってからコロナ対策が後手後手になっています
緊急事態宣言中に持続化給付金や家賃支援が終了なんて何を考えているのか…補
償もこれでは期待できません
政府はいち早く国民民主党の「北風と太陽」政策を取り入れるべきだと思います

国民民主党は優れた議員、政策そして支持者に支えられて
います
しかしどんなに優秀でも国民に届かなかければ意味があり
ませんし支持率にそれが現れています
もっと広報に力を入れるべきです
メディア、SNS、街頭演説全てを駆使して注力してくださ
い
そして号令がかかったらサポーター、党員一丸となって支
援します
皆さん、ウスウズしています
「させろ！」です

1/8/2021 12:44:58 30代

男性

派遣社員 お金や住まいのこと

コロナ対策全般に疑問を感じてます。首都圏の飲食店を20時閉店させたらコロナ
終息してオリンピックができるとでも思ってるのでしょうか。頭がおかしいとし
か思えません。なぜ美容院や総菜屋は20時閉店しても6万円貰えないのでしょう
か。なぜ実名を公表するのでしょうか？国民間、産業間でルサンチマンを仰いで
るようなもの。全てに粗利保証して罰則を厳しくしたほうがいい。ワクチン一本
勝負までの時間稼ぎをしたら良いと思ってるなら、楽観にも程があると思いま
す。菅も西村もとっくにアホを通り越してます。日本人は韓国や中国を見下して
ますが、韓国や中国のほうが100倍まともです。今の野党は頭のキレる人が集
まってると思います。自民党を潰さないと本当に日本は没落してしまうと思いま
す。なぜ、日本国民を日本経済を人質に脅し、日本国民同士でルサンチマンを仰
いぐような輩が政権を握ってるのでしょうか。いつ、人命よりオリンピックが優
先されるようになったのでしょうか。
とにかくコロナウイルス終息にむけて全力で取り組むべきです。ホームレスが急
増してるのに空部屋を不動産屋が必死でセールスしてます。スーパーやコンビニ
ではアホみたいに廃棄を出してます。パンやバナナの配給に長い列をつくってる
その同じ地域で。それがどんなことを意味してるのか政治家はわかってるので
しょうか。きっと何人もいるでしょう。ただそれをキチンと代弁し国政に反映さ
せれる人は僅かだと思います。私は玉木さんに託してます。

タイムスタンプ

年代

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

5 ページ

参考にすべき著作や文献等

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 12:45:34 50代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

性別

ご職業

男性

タクシー お金や住まいのこと
ドライ
バー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

コロナ禍、緊急事態宣言のため収入減が更に緊迫！家賃や公共料金の支払いも既
にままならない状況になりました。飲食店が自粛になればタクシーも影響が出る
んです。
解決策は単純です。国がどんどん、お金を必要としている国民に、継続してお金
を配り続ける事です。

今日、明日を生き延びられるか？今はそんな状態なんで
す。

参考にすべき著作や文献等

他に、役者をしている娘も、仕事(舞台)もアルバイトも減
りやはり収入減！
同じアルバイトをしている外国人も収入なくて困っている
と言ってました。
現政権には強く退陣を望みます。

1/8/2021 12:51:41 20代

男性

ITエンジ お金や住まいのこと
ニア・詩
人

感染症抑制のために、即時の特措法改正が必要（改正内容は台湾に倣うべき）。
世論は相当強い行動制約（人権に対する縛り）をかけてでも、感染症抑止・根絶
することを求めている。経済についても、消費喚起策のため、3年間程度の時限
的な消費税減税（5 or 8%）が必要。あるいは住民税の徴収をやめる&還付をし
て、その代わりに地方自治体への予算をコロナ国債を発行して大きく付けるなど
が必要ではないか。

国民民主党は早期から特措法の改正を主張してきました
が、国民にはその活動が広く知られておらず、非常に勿体
ないと感じます。
維新は大阪府市の主張を抑えていて、メディア露出が多く
それが強みになっています。可能であれば、四月の名古屋
市長選にも候補者を擁立するなどして、メディアで発言力
を持てる地位を持つ政治家をもっと輩出してほしいです。
また、臨時国会で特措法改正ができなかったのは、内閣の
失策であるが、同時に与野党含めた立法府の責任だと考え
ています。
国民民主党の主張は頷けるものが多いですが、その主張成
果に繋がっていないことには厳しい意見を持たざるを得ま
せん。

1/8/2021 12:53:35 10代
1/8/2021 12:54:10 30代

男性
女性

学生
お金や住まいのこと
個人事業 お金や住まいのこと
主

バイトをするしかないが潰れそうである
一律支給ではなく、収入に応じての補償。幅広い事業者への手当

1/8/2021 13:01:50 40代

男性

フリーラ お金や住まいのこと
ンス

課題:国民貧困化
コロナ対策は国民個人の意識が第一ですがワクチンや特効
解決策:反緊縮、減税、消費税ゼロ、インフレ率2%まで継続的国民一律現金給付 薬が完成しないと解決しません。まずは消費税ゼロと現金
給付で、20年以上続くデフレからの脱却が最優先です。貧
困は心も貧しくなります。緊縮財政の上、重税と高額な社
会保険料では自殺者が増えるだけでなく、妬み恨みで治安
も悪いままです。デフレ対策には減税がセオリーです。ま
た、緊縮財政をやめ、社会保険料も国債で補填し、公共投
資で災害対策も進めるべきです。

1/8/2021 13:10:52 30代

女性

求職中

効果のない対策をいつまでも何度もし続けるのはやめてほしいです。
ただ経済が悪化し、生活に困る人が増える一方になると思います。
無症状者や濃厚接触者の検査をやめれば、陽性者もぐっと減るはずです。

お金や住まいのこと

6 ページ

今回の緊急事態宣言下において不要不急の外出を求めてい
るため、客足は確実に遠のきます。自主的に8時までの営
業に対応は致しますが何も補償がありません。旅行業に関
しても、付随する事業者には何も補償がありません。

インフルエンザや風邪と同じく、マスクを着用していても
しなくても、ワクチンを打っても打たなくても、かかる人
はかかり、かからない人はかからないと思います。
保菌しているだけで症状が全く出ていないのは、結核なん
かも同じです。

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

1/8/2021 13:26:40 50代

男性

医療従事 お金や住まいのこと
者

あなたが感じている課題や解決策

自民党、公明党(与党)と菅総理に対しての意見とコロナ感染爆発に伴う庶民の
方々への医療機関へのアクセス不全とその生活費や政府の対策の遅れによる弱者
救済を直ぐ実行しないといけない。
解決策として、1番は、菅総理に代わり、玉木代表に臨時総理大臣になって頂
き、現自民党政権も全員辞任させて、自民党の若手と超党派で政権交代してもら
い、先ずは、コロナ感染を止めることが先決です。人の往来を止めること！！
(特に外来種を含む外国人はビジネスだろうが何だろうが止める)ロックダウンす
るくらいのリーダーシップを発揮して欲しい。1〜2ヶ月程度
それに対する生活補償(年収1000万以上の高額所得者は無し)とコロナ禍には、消
費税ゼロにすること。必ず、これをやれば、ウィルス学上、収束して行きます。
エビデンスもあり、その後に経済を回しましょう！！インバウンド無しでも観光
業は、復活出来ることは、gotoで実証済みです。先ずは、国内需要を高めるた
め、国発行の消費期限付き小切手を配布する。これなら、無駄で高額な税金を事
務手数料で抜かれなくて済む。
もうオリンピックとか株ばかりじゃなく、日本国民で良かったと思える安心して
暮らせる国に
政策を打ち出して、実行して頂きたいです。応援しております。

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1/8/2021 13:48:51 40代

女性

パート

お金や住まいのこと

再度国民への一律給付金は無理なのでしょうか？

1/8/2021 14:13:05 40代

男性

無職

お金や住まいのこと

コロナよりもコロナ禍の経済萎縮を恐れています 大胆な経済振興策を求めます 国民民主党は今最も期待しています 今後も建設的な議論
具体的には２度めの給付金を20万円など驚く金額で gotoeatを４人以下お酒無 を続けてくれる事を望みます
し限定で再開 というのはどうでしょう

1/8/2021 14:20:25 50代

男性

会社員

お金や住まいのこと

国民へ第２次、第３次定額給付金。

主人が、地方空港での運輸関係の仕事をしています。コロ
ナの影響で給料もカット。ボーナスも大幅カット。で大変
な思いをしています。家のローンも予定していたボーナス
から払えず、給料のカットで、毎月の支払いも怠っている
状況です。今困っているのは飲食業界だけではありませ
ん。シングルマザー等だけではありません。予定していた
収入が入ってこなかった。予定していた支払いができな
い。督促状だけはどんどん送られてくる。とても辛い毎日
です。お金がなく心に余裕がなく家族みんなの雰囲気も悪
いです。どうか国民へ一律給付金をもっと働きかけてはも
らえないでしょうか？色々な所で、色々な方々に影響がで
ています！！本当に国民を助けてください。

国民へ第２次、第３次の定額給付金を支給する事を強く希
望します。
コロナウィルス感染拡大が、昨年よりも多いのに…国民へ
第２次、第３次の定額給付金の話がさっぱり出ないのはな
ぜですか？皆国民は、コロナウィルス感染拡大で給料が
減ったりと大変な思いをしています。ぜひ国民へ給付金を
再度支給するように与党に要望するべきです。
国会議員様は、居眠りしてても歳費、うボーナスが入って
くるけど我々国民はそんな事やったら即解雇されます。国
会議員は、国民へ思いやりの心が全く感じられません。貴
方の歳費、給料も原資は国民の税金です。歳費に見合った
行動を国民に示して下さい。

7 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 14:31:02 30代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

性別

ご職業

女性

主婦パー お金や住まいのこと
ト

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

休業支援金の申請〜支給まで時間がかかりすぎていること。

認知度、申請数も予定予算以下との報道があります。制度
そのものを知らない人も多いです。

参考にすべき著作や文献等

ですが、処理センターはパンク状態で支給まで2ヶ月以上
を要しています。
なんとか食い繋いできましたが、限界です。
なぜこんなに時間がかかるのでしょうか？
想定していた数の申請だった場合、もっと時間がかかるの
でしょうか？
支援金の入金は待つしかないが、支払いは待ってくれませ
ん。債務者となり信用機関に事故として残ります。未来が
なくなります。

オペレーションの改善を早急にすべきです。
無理としても、前払いのような事前振り込みに対応するの
はいかがでしょうか。
事業主の協力がある場合、申請書を受付た時点で一律10万
円支給、その後申請書の診察を経て差額分入金。
不足分は次回請求時に精算。

1/8/2021 14:35:59 20代

男性

1/8/2021 14:42:37 50代

女性

1/8/2021 14:43:06 30代

男性

フリー
お金や住まいのこと
ター
フローリ お金や住まいのこと
スト

全国民に速やかに一律給付金を出すべきだと思います

会社員 外 お金や住まいのこと
資系 IT企
業

３つ挙げます。①がお金に関して、②・③は社会の在り方についてです。

初回申請にかなり時間を要しているので、初回申請のみだ
けでも柔軟な措置を希望します。
一刻も早く全国民に一律給付金を出すべきだと自分や自分
の周りの人々は思っています！

フリーランスで花の仕事をしている者です。飲食店（高級店、バーなど）の生け
込みが、営業時間の短縮とともにストップし収入が減っています。今回は1ヶ月
以上かかりそうなので、前回の緊急事態宣言時のような一時給付金があると安心
して過ごせると思います。今回の協力金は飲食店が対象ですが、関連する業種と
して花屋にも影響が大きいことを知っていただきたいです。

①「緊急事態宣言再発令を受けて」の動画について
動画の内容については、個人への給付金以外は賛成です。

以前は旧民主党のイメージが強く、応援できませんでし
た。
今は一番国民のために動いてくれていて、かつ現実的な案
を提示されている、前を向いている政党だと思います。頑
張ってください、応援しています。

一律定額給付金は無駄に感じます。
学生・アルバイトなど休業要請で明らかに影響を受ける人・母子父子家庭・何ら
かの理由により失業保険が受け取れない人・何らかの食料配給を受けている等、
明らかに困窮している人に限定して、より手厚く支援するべきかと思います。
判断がとても難しいことは承知の上ですが、そうならそうともっと強く発信が必
要だと思います、今後のために、そう言った判断ができる仕組みを整備すると。
（それがマイナンバーカードであるなら、明らかに説明不足）
少なくとも賞与がなかったから辛いと騒いでいる人に配る必要はないと思いま
す。賞与は本来生活の頼りにすべきでないお金だと思います。
余力がある人に配っても貯金しかせず、経済効果もないと思います。
必ず強く批判が出ると思います。ですが、ご検討願います。
※一律給付なら上記考えの人なら辞退推奨なのかもしれませんが、私は少なくと
もしません。今後の一人一人に何らかの形で負担がかかるのであれば前借りする
というイメージです。

②報道について

8 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

1/8/2021 14:52:16 10代

男性

大学1年生 お金や住まいのこと

1/8/2021 14:54:43 40代
1/8/2021 15:09:23 50代

男性
男性

農業

1/8/2021 15:09:55 40代

男性

司法浪人 お金や住まいのこと

積極財政でしかコロナ禍を救えない

1/8/2021 15:32:35 50代

男性

フリーラ お金や住まいのこと
ンス

給付金一律給付

・20代に不要不急の外出自粛要請
・大学の完全オンライン化
・GoToの全面停止
・給付金の一律20万円給付
・居住地で使える制限無しクーポン
・営業時間自粛の緩和
・外国からの入国全面停止
・事業所事業者への補償
・話し合い出来る政党議員による超党派コロナ対策会議の
創設

1/8/2021 15:51:12 50代

女性

コロナ禍での収入

総合支援金が終了して生活が前より大変です。是非､最大
12ヶ月再延長を検討して頂きたいです。

1/8/2021 15:52:07 20代

男性

ベッドメ お金や住まいのこと
イク
飲食店
お金や住まいのこと

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

短縮営業による仕事の喪失

20時以降の営業自粛によって
シフトに入れず収入を得れない
大学生が非常に増えてます
そこを救済する意味でも定額給付金が
必要なのではないかと思います。
国民民主党からも政府与党に進言していただけると幸いで
す。

収入や貯金がないので、毎月15万円の給付金をしてほしい
個人不動産賃貸事業者への持続化給付金及び政府系金融機関の対応

参考にすべき著作や文献等

１）個人の不動産賃貸業は事業性に問題があり公平性を欠
くので給付出来ない。
固定資産税の減免分は先取りして、商業用店舗の家賃を
下げて対応しましたが、長い間の観光業需要の蒸発（観光
バス客メイン）により、テナントは撤退しました。撤退さ
れたテナントさんには家賃の補助が出たとの通知ありまし
たが、家賃収入が0になった大家には、補助はなし。事業
性に問題って言われても、怒りしか感じない。固定資産
税、消費税等、結構お支払いしてきましたが、納税するの
が嫌になります。
２）日本政策金融公庫の対応。
次の賃借人を探して、事業計画書の提出をと言われまし
た。観光業に特化した作りの建物及び駐車場の賃貸である
ので、次の賃借人と言われても直ぐに投資する企業等、直
ぐには現れません。
３）市役所の対応。
税金の延納及び減免の相談をしたところ、①来年払うこ
とになるだけ。②駐車場の面積が多いので、建物は20万位
の少額しか引けない（総額160万）。大した金額じゃない
です。③審査しないとならないので、必ずしも該当するこ
とはない。④税金の種類毎に記載する書類は別々で、一件
あたりの量も多いので、申請自体は面倒です。
兎に角、延納も減免もさせたくないから、諦めさせたい
という意図が見え見えの塩対応。
日本は財政破綻しないんだから、金を沢山配って国民全員 マンガでわかる日本経
で冬籠りすべきです。
済入門、こんなに危な
い！？消費増税

政府の対応の遅さ、現在の菅内閣行う予定の、一部にしか恩恵を受けれなさそう
な給付の使い方。
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お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 15:55:44 30代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

男性

会社員

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

五輪までの期限付きで特別給付金毎月給付（国民全員）、2023年までの消費税
減税。景気回復による防衛費増額

パブコメを募集してくださりありがとうございます。シェ
アさせていただきます。次の選挙に期待します。

参考にすべき著作や文献等

渡瀬裕也『税金下げろ、規制をなくせ』（光文社新書）を
議員の方々に是非読んでいただきたいです。
米国大統領選に伴い、強い日本を復活させるチャンスとみ
ます。それを訴え実現する政党を国民は渇望しています。
何卒宜しくお願い致します。
この度はありがとうございました。
1/8/2021 16:03:24 30代

男性

主夫

お金や住まいのこと

①日本人には行動制限を求め、外国人、特に中国・韓国を中心とした11か国の
人間には「商用」と称した行動の自由を認める点
②在外邦人、医療関係者、飲食業への経済的支援
③そもそも、飲食業が悪者であるかのような報道や、政府要人の発言
④上記以外の世帯、更にはホームレスとなってしまった方への経済的支援
がパッと思いつく課題である。

上記課題について、与野党に対し非常に憤りを感じてい
る。戦前であれば、どうなっていたか。
いつまでも政局を語っているなと。
そもそも、財源がないなど色々というものがいるが、要は
国民を救う気はあるのか？こういう時にこそ、国債を発行
し大規模な支援策を打ち出すべきでないのか？
行動制限をもとめるのであれば、それに見合う金銭を直接
ばらまいたほうが良い。
極端だが、多額の金銭を配賦するから家にいなさい。破っ
た者は罰則有りくらいのことをやれないのか。

1/8/2021 16:05:12 30代

男性

1/8/2021 16:06:40 30代

男性

1/8/2021 16:07:19 30代
1/8/2021 16:20:38 50代

男性
女性

パート

1/8/2021 16:22:14 30代

男性

就労支援 お金や住まいのこと

会社員

お金や住まいのこと

緊急事態宣言を出し国民に対して色んなお願いを政府はしているが、ビジネスト
ラックを辞めず更にはまだ発令したばかりだと言うのにGOTOの話までしている
ことに怒りを覚える。国民に我慢を強いるのなら他国からの入国は止めるべき。
鎖国するのが普通です。国民を馬鹿にするなと伝えてほしい。また再三、玉木さ
んも言っているように、緊急事態宣言＝家庭支援は絶対です。菅と麻生に必ず実
行し国民に再度お願いする会見をするよう伝えてください。また会見はリモート
でもいいと思います。

お金や住まいのこと

コロナ感染が拡大していますが、効果的な対策を打ちたいなら財政出動をし、国
民の損失の面倒を見た上で緊急事態宣言を出すべき。そもそも、今回の非常事態
で財政出動できないのは財務省が頑なに日本財政破綻論を信じており、あらゆる
手段を講じて国債発行できない様に工作している事が原因です。コロナ恐慌で命
を落とす人がいるとするならそれは財務省官僚の無為無策の犠牲者であり、私は
財務省とその関係者を許す事は出来ません。日本を30年以上デフレにしてきた財
務省はこの際廃止し、真に日本国民の為の省庁を建設する事が急務であると考え
ます。

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

成人式中止に関連するキャンセル料は国が補償してほしい。
経済も大切だがロックダウンを３日ぐらいするばどうか？
飲食が休業や時間短縮をしても経営者が大変。補償金をもっと渡すべき。
財政民主主義を強く打ち出す
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強い国会、機能の高い国会を求む

議院内閣制―変貌する
英国モデル (中公新書)
高安 健将

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

1/8/2021 16:23:50 30代

女性

臨時職員 お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

お金について

シングルマザーで安定した収入が無く、元旦那からの養育
費等の支援は１円もなく、しかし、実家に住まわせて貰っ
ていることから児童扶養手当は不該当。両親から金銭的援
助は１円も受けていません。コロナの影響から少しでも咳
をすると休むように指示が有り、有給は既になく欠勤扱
い。給料が減り生活が苦しいです。私が我慢することは問
題ないのですが、子どもが苦しい思いをするのはとても耐
えられません。今の勤務先も3月末まででその先転職が上
手くいかなければ雇用保険を受給しなければいけなくなり
ます。生きるか死ぬかの瀬戸際です。転職できたとしても
年収は200万円程度。現在でも270万円程度です(ボーナス
含、総支給額)
欠勤した場合はここから更に減給です。
一般的な感覚をお持ちの方ならお分かりになると思います
が、これで生きていけると思いますか？生活保護を受けた
方がはるかに良い生活ができます。
児童扶養手当を受けていなくても、受けたくても受けられ
ない人たちや苦しいんでいるシングルマザーやファザーは
沢山います。
どうか助けて下さい。

1/8/2021 16:27:32 20代
1/8/2021 16:29:37 50代

女性
男性

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

1/8/2021 16:32:28 20代

男性

飲食

お金や住まいのこと

1/8/2021 16:36:51 30代

女性

パート

お金や住まいのこと

ウチの主人はタクシー運転手です。このコロナ禍で売上が激減しています。また
緊急事態宣言でますますお客さんが乗らず夜もまったく人が居なく給料も減り続
けてます。
国は飲食店などの補償ばかりで他の職業の人達にも補償などお願いします。
私もパートしてますが子供が小さいので長時間働けません。
国民一人一人に給付金や子育て支援など強くお願いしたいです。
どうか、国民を助けて下さい。苦しくてたまりません。どうか、宜しくお願い致
します。

1/8/2021 16:37:03 20代

男性

アルバイ お金や住まいのこと
ト

国民に協力のお願いといっているが別方面では海外からの入国規制はなし、中途
半端な緊急事態宣言等で国民にだけ負担をかけるのはどうなんでしょうか？

参考にすべき著作や文献等

生活の困窮。一律給付金2回目を迅速に給付して欲しい
貧困世帯向け特別定額給付金をぜひ非課税世帯30万 全国民一律20万給付が望
ましいです。
補償があまりにも少なすぎます。出来る範囲のライフラインは全て使ってなんと
か生活している状態です。
もう一度一律の現金給付と消費税の減税をして頂きたいと考えております。

国民にお願いするのであればそれなりの事(入国規制･給付金)をしていただかない
と信用が無さすぎて誰も協力したいとも思いません。
1/8/2021 16:43:25 30代

男性

お金や住まいのこと

1/8/2021 16:45:12 50代

男性

飲食店経 お金や住まいのこと
営

やはり困っている人への給付金をお願いしたい
あとできるなら消費税を下げる
無担保ローン固定費×3ではとても補えない！もう少し金額上げて欲しい！
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国民民主党の皆さん頑張ってください
倉敷市で、飲食店経営してます！約1年コロナに耐えて来
ましたが、12月頃からの感染拡大でお客様が激減し、今現
在休業してます！銀行で無担保ローンお願いしましたが、
固定費×3位しか借りられないとの事で断念しました！残り
資金も後わずか！国は国民を守ると強く言ってますが....

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 16:45:35 30代

女性

主婦

お金や住まいのこと

定額給付金

何故定額給付金2回目は支給されないのですか？年収など
で線引きして、速やかに配るべきでは？私は内職で月に4
万程度ですが食費の足しにと思い家事と育児の合間に働い
ていました。でも、コロナの影響で仕事を貰えず、収入が
なくなりました。高齢の母や、幼い子供もいます。中々仕
事探すにも、現実的に難しいです。主人は幸い給料は貰え
てますが、ボーナスは減額です。冬になれば灯油やガス、
冬休みになれば食費もかかり、支払いも遅れながら何とか
やりくりして生活しています。春の給付金は税金の支払い
や遅れていた支払いに、食費に消えました。あっという間
に無くなりました。何故国民の声は無視されて、経済ばか
り優先するのか。今の政府には失望しかありません。
現実が見えてないとしか思えない。
何とか定額給付金、実現してほしいです。国民目線の政
治、政策をしてほしいです。

1/8/2021 16:47:09 50代

男性

障害者

お金や住まいのこと

1/8/2021 16:47:36 30代

男性

漁師

お金や住まいのこと

一回目緊急事態宣言と同様二回目緊急事態宣言に協力要請お願いするのなら給付
金一律20万円配らないと理解されない、直ちに国民に寄り添った政治決断を
低所得の給付金
コロナ禍で飲食店の休業等に伴い、魚の需要が減り、値段
がとても安くなってしまった。ほっき漁に至っては買い屋
の方からもう買えない。と言われ漁業組合が漁に出ないこ
とを選んだ日もあった。例年そんなことはなかった。値段
も安いのに漁に出なくては一円にもならない。前回の定額
給付はほとんど税金と生活費の補填でなくなりました。出
来れば低所得へ向けた家庭支援があると心強い。そしてこ
んな意見を伝える場を設けて頂けたこと、感謝します。あ
りがとうございます。

1/8/2021 16:48:45 30代

男性

個人事業 お金や住まいのこと
主(ミュー
ジシャン)

今回の緊急事態宣言により多くのライブ中止になりました。しかし飲食以外の個
人事業主への給付金がありません。このままでは音楽業界自体が廃れてしまう
し、自分も廃業せざるを得ません。
雇用調整助成金は業務委託である個人事業主には適用されません。
前回の持続化給付金のような支援策を強く希望します。

1/8/2021 16:48:54 20代

女性

デザイ
ナー

コロナ対策や緊急事態宣言への生活補償など

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと

参考にすべき著作や文献等

個人でカフェを経営している友人や、コロナ禍で職を失っ
た友人、現場で働いている友人など沢山の人が自分の生活
が補償されていないことに困っています。
何故政府はコロナ対策よりもオリンピックやgotoなどの補
償を優先的に進めようとするのでしょうか。
現場で働いている人たちに裏目に出るような対策を組むの
でしょうか。
まずは国民を見てください。

12 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 16:49:18 40代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

性別

ご職業

女性

求職活動 お金や住まいのこと
中 現在は
主婦

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

共働きでしたが2020年1月に病気になり、私が離職。その後１ヶ月療養し3月か
ら求職活動と思っていたらコロナ感染防止の為小学校休業。
約3ヶ月自粛。子供は小学低学年ですが学童保育待機児童に。
休業開けて私も仕事を探してましたがコロナの影響を受け求人激減。
緊急小口貸付へ相談も断られました。
共働き世帯は2人共働かないと生活出来ないから働いているんです。
それを世帯主の収入のみで判断する今の政府に
腹ただしい思いになり、地元の共産党議員さんと協議させて頂きましたが…結果
何も変わらず。
今現在も求職活動中ですが、地元もコロナ感染者増加傾向にあり…なかなか見つ
かりません。
ひとり親世帯や低所得者と限定しての給付には
疑問を感じます。
両親共にいる世帯でも苦しい家庭は山ほどあります。
なぜそのような家庭には給付してくれないのか。共働き世帯…片方が働きたくて
もコロナの影響で働けない。それでも政府は世帯主の収入のみを基準とする。本
当に辞めて下さい。
世帯主の収入のみで査定しないで下さい。

1/8/2021 16:51:26 50代
1/8/2021 16:56:48 30代

男性
男性

経営者
お金や住まいのこと
フリーラ お金や住まいのこと
ンス

給付金は国民一律は必須です。
特別定額給付金2回目の給付を迅速にお願いします。正直10万円では足りませ
ん。
休業保証
持続化給付金再給付 家賃支援給付金再給付
2019年の消費税増税から日本経済は大きく落ち込んでいます。そこにタイミン
グ悪く新型コロナウイルスが襲ってきました。まずはこの時系列をはっきりさせ
るべきだと思います。

https://www.amazon.co
.jp/dp/4152099666/ref=
cm_sw_r_tw_dp_LabFbKSDSEXQ

現在やるべきは、全国民・全企業の所得・粗利保証です。風俗店、ヤクザ、パチ
ンコ店、生活保護受給者、年金受給者であっても、区別なくすべての国民を救う
べきです。現在日本に滞在している外国人も対象です。
そのためには、「国の借金」「財政破綻」「ハイパーインフレ」といったメディ
アのプロパカンダを政治家が強く否定し、すべての国民を救う力を政府は持って
いることをしっかりと流布することが必要です。
また、特定の業界や属性の人への給付に反対する人がいるのは、貨幣観の間違い
も原因のひとつですが、「すべての国民は助け合わなければならない。なぜなら
次に選別されるのは自分かもしれないから」という共同体意識が決定的に欠如し
ているからです。
様々な問題がありますが、当面解決しなければいけない問題はこの二つだと思い
ます。
・政府に財政的な制約はなく、すべての国民を救うことができること
・国民は全員が平等であり、お互いに助け合う意識を持たなければいけないこと

1/8/2021 17:02:42 50代
1/8/2021 17:03:57 40代

男性
男性

会社員
会社員

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

1/8/2021 17:07:57 10代

男性

高校生

お金や住まいのこと

この二つ事実の流布を是非ともよろしくお願いします。
国際空港で働く人達のダメージが大きく、こちらにも救済金がいるのでは
年収400万円前後以下の人たちの減給は死活問題だと思う
経済が止まらないように中途半端なことをしている制で逆に経済が止まって大変
に厳しいです。ここは3ヶ月くらい人の移動を止めて、かわりに定額給付金を一
年間毎月給付したり、消費税を凍結したり、粗利を補償したり、そういう施策が
必要ではないかと思います。
政府は国民に対して再度一律の現金給付を行うべきであると思う。

13 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 17:11:14 40代

男性

飲食業

お金や住まいのこと

経済・収入の落ち込みに対して消費税減税

財産権の侵害なので、緊急事態宣言とコロナ特措法は撤回
してください。

1/8/2021 17:12:15 40代

男性

会社員

お金や住まいのこと

コロナ自粛により給与が15％カットされ生活がきびしい状況です。周りの人々も マスコミの報道規制を是非お願いします。これまでの流れ https://www.landerblue.
経済面で苦しい状況に陥っています。コロナ発生から間も無く１年。マスコミで はマスコミの偏った報道で国民を恐怖に陥れ世論が変わり co.jp/blog/
は非常に怖いと煽っておりますが、私の周りには誰一人苦しんでいる方がいませ 政治が動いています。
ん。近くの病院も逼迫どころかガラガラな状態です。
是非マスコミの報道規制をお願いします！
これ以上自粛を続ければ私たちの生活はままならなくなります。現役や若い世代
の自殺が増え、さらなる少子化が進み日本は衰退するばかりです。

タイムスタンプ

年代

参考にすべき著作や文献等

一方、現在まで亡くなった方のへいきん年齢は75歳以上。重度の疾患持ちがほと
んど。しかもほとんどが既に入院や要通院が必要な高齢者の方々ばかり。
正直申しますと今までもその年代の方々は他の病やウイルスでも亡くなっていた
方々です。どうして今まで知らずにそれらを容認して生活してきたのに今回のコ
ロナウイルスだけは容認できないのでしょうか？疑問で仕方ありません。
エボラの様に老若男女死に追いやるウイルスであれば仕事を捨て自粛に専念しま
す。ですがもうコロナウイルスは「未知」ではないほど結果が出ています。
是非指定感染症を外しインフルと同じ５類相当まで落として対応していただきた
く存じます。未来の為に。子供達の為に。どうかお願いします。

1/8/2021 17:12:25 40代

男性

フリーラ お金や住まいのこと
ンス

課題:財政出動していないのに減税しないで増税ばかりするのは異常です。
解決策:デフレなのだから消費税ゼロにし諸税や社会保険料の減額が必要です。

14 ページ

税は財源ではありません。
国債発行→民間投資→納税→国債償還が正しい流れです。
ただし、国債償還は借金返済なので、国債発行した分全額
返すと通貨が消滅し、民間貯蓄が無くなります。
なので、税収は国債発行より少なくならなくては国が衰退
します。
財政出動せずに、税収足りないから増税するなんてのは馬
鹿げていますし、そもそも消費税を社会保障に充てている
国は、日本以外ありません。
経団連の言うこと聞いて法人税を下げて、その補填として
消費税の税収を充てていることを国民は知っています。
消費税導入後、日本の成長率は下がり続けていますが、消
費税が無くても昭和の日本は成長してきました。
消費税減税なんて生ぬるいこと言わず、消費税ゼロにしイ
ンフレ率が過度のときに再度税率を上げてください。
社会保障の税収は法人税を累進化し、足りない分は国債で
賄ってください。
政府の失策で貧窮している国民に多額の納税を課すのは独
裁政治です。

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/8/2021 17:15:19 30代

女性

会社員

お金や住まいのこと

1/8/2021 17:16:07 20代

無回答 自営業

お金や住まいのこと

1/8/2021 17:16:19 30代

女性

専業主婦 お金や住まいのこと

コロナの影響で仕事がなくなり、新しい仕事も見つからない。主人も今月で契約
の終了が決まってしまった。総合支援資金も6ヶ月まで借り切ってしまった。子
供二人抱えてこのままでは路頭に迷ってしまう。
総合支援資金の再延長や特別定額給付金の給付を強く望みます。このままでは生
きていけません。企業だけでなく個人への支援ももっと考えてくださいお願いし
ます。困窮している方沢山います。

1/8/2021 17:16:45 20代

男性

学生

今回の緊急事態宣言で飲食業回への打撃は計り知れません。また医療関係者たち 持続的に経済を回すために給付金が毎回貰えるとなると
の普段も大きなものとなっています。そのため医療関係者や飲食関係者だけでも ボーナスと同様の心理で消費が増えると思います。そのた
持続化給付金やボーナス的なものを導入はどうでしょう？
め国民一人当たり月10万円ほどの持続化給付金に加え医療
機関への金銭面での援助、一時的に消費税引き下げ

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

会社は今のところ大丈夫だが不景気の波で将来が不安である。老後の貯金などで 国民民主党に強く期待しており、人生で初めて先日寄付を
きない。友人とも会えず孤独が募る。
しました。
ほかの野党、立憲や共産らが掲げているスローガンはあく
まで「反与党」にしか見えず、ロクな政策を進めていない
と思われる（桜を見る会問題も大事だが今はそれよりもっ
と大事なことがある。）。維新も、大阪の吉村さんの対応
を見ている限り全く信用ならない。イソジンの件や、マウ
スガードだけをする政治家など、科学的根拠を無しにコロ
ナ禍の政策を進める政治家を見ると怒りを通り越してむな
しい気持ちになる。
即効性のある政策を打ち出しているのは現段階で国民民主
党だけかと思われる。
私の周り（同年代30代）は３．１１原発後に、れいわ新選
組に感化された人たちが多くおり（自分は違いました
が）、彼らはいわゆる政治にアクティブな世代だと思う
が、令和新選組が一時期ほどの勢いを失った今、彼らは支
持政党を無くしているように見える。かと言って、いまい
ち国民民主には流れていない。
国民民主党は、かつてのれいわの支持者たちであったよう
な30代のシングル働き世代や、子育て世代にも魅力に映る
政策を掲げていると思うので、いわゆる”リベラル（左翼で
はなく）”的な若年層にももっと広報を働きかけて欲しい。
LGBTQや選択制夫婦別姓についてももっと発信していって
ほしい。ほかの政党の若手等との討論もぜひ見たいです
（できたらテレビやAbemaTV等多くの人が見る環境でお願
持続化給付金
持続化給付金を再度お願いしたいです。
イベント関係の小売りをしてますが、
イベントが開催されず、グッズ販売が
全く伸びなやみ、、、。
飲食だけではないです。
困ってる人は。
その点も踏まえて、さまざまな困ってる人がいることをわ
かってもらいたいです。
全国に困ってる人がいると思います。
緊急事態宣言されてるところだけではないと思います。何
卒よろしくお願いします。

15 ページ

私以外にも困窮している方沢山います。TwitterやYouTube
で声を上げています。どうか1人も困窮で無くなる事がな
いように支援お願いします。
今月が厳しい方沢山います。
早急に対応していただきたいです。
よろしくお願いします。

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 17:19:29 50代

女性

元 救急 お金や住まいのこと
ナース

一律給付金と4.50代の正社員への道

1/8/2021 17:23:17 10代

男性

学生

お金や住まいのこと

外国人の入国規制、消費税を含めた経済対策の拡大

夫はクルー社員という非正規と正規の間です。私が倒れる
前までは、私と夫の収入で暮らしてました。私が身体2
級、内部腎機能障害4級の障碍者となり
今は、夫手取り18万円、私失業保険、後一回で終わりで
す。11万円で私がほぼ寝たきりなので
食欲がない、と夫に言って
2日に1回の食事にして後は水でエッセンシャルワーカーで
ある夫にはしっかり食べてもらうようにしてます。昨年一
律給付金があったので、今まで持ちましたが、私の失業保
険が切れる今月の生活が見えません。腎不全は特殊なケー
スで車でないと
通院はできず、夫運転で後部座席で寝たままでの通院で
す。全ての楽しみは捨て、夫を生かす事だけを考え、ベッ
トからは動けない生活です。本来動けていたら最前線で働
いていたと思うと
元同僚や自分に歯痒さともどかしさがあります。これだけ
感染が拡大したのに、前回より緩く制限をだし、国民には
10万1回で
生き延びれると考えてる政府に
私達、庶民や医療のことを考えていないんだ。と悲しく
思ってます。減税もしない。国会は閉めたまま、日本の餓
死率が昭和30年代になっている状態を見ているのか、私の
周囲にはお金が余っているなど聞いた事ありません。旅行
も食事も我慢して
GoTo の事です。50代の夫が正社員になる道すらない。ま
日本人の行動が制限されるのに、外国人の入国が継続する
というのはおかしいと思います。順序を完全に間違ってる
と思います。
経済対策でも国民が疲弊しているのに全くやらないどころ
か持続化給付金を打ち切りを行おうとしているので今後の
日本が本当に不安です。

1/8/2021 17:25:39 50代

女性

主婦

お金や住まいのこと

感染の恐怖はもちろんですが、コロナ禍の中に於いて一番冷遇されているのは４
０〜５０代なのではないかと感じています。これはコロナとは無関係かもしれま
せんが、元総理の掲げた働き方改革とやらのせいで残業も減り、そのぶん収入
源。６０歳になればますます給料を減らされる。６５歳で定年を迎えるまでは生
かさず殺さず、それ以降の年金受給の年齢になれば、出来れば死んでねという社
会。バカバカしいですね。コロナ初期の頃に
ばら撒きオジサンという方がいましたが、ヤケクソになれば赤の他人でも巻き込
んでやれという人が現れても不思議ではないなと思っています。年金制度が破綻
するのであれば、今まで搾取された分は返していただきたいです。

1/8/2021 17:27:09 20代

女性

清掃員

お金や住まいのこと

飲食店に限らず自営業してる方、パート、アルバイト、職を失った方、ホームレ
ス、母子家庭、ホテル観光業の方々がコロナの影響で仕事なくなったり減ったり
生活するのが困難です。それが課題だと思います。解決策は全国一斉緊急事態宣
言を出し、全国民一律毎月10万給付金出していただく、医療従事者の方々の為に
も全国一斉緊急事態宣言出してほしいです。地域限定緊急事態宣言だと意味無い
です。

16 ページ

参考にすべき著作や文献等

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

1/8/2021 17:54:24 30代

男性

電力業界 お金や住まいのこと

生活資金のために経済活動を行うことは大切です。しかし、一方で感染拡大は止
めなければならないです。
経済活動を止めることを要請するには補償が必要だと考えます。必要最低限のお
金を給付することは国債などで可能だと思います(昨年の十万円給付の時に口座
は把握しているのですぐできる)。経済活動を止める影響がなく、収入があるな
ら年末調整や確定申告で、徴収すれば財政への負担も軽減できると思います(マ
イナンバーで繋がっているはず)。例えば、年収三百万円以上の方にからは、給
付されていれば全額徴収すればいいと思うし、欺いたら、もちろん罰則です。

1/8/2021 17:54:57 40代

男性

会社員

現在の支援策は収入を元に線引きされますが、収入があっても住宅ローンや教育 一律給付を実施して、必要不可欠な業種以外をできる限り
費などで支出が多い場合、減収する事で返済が困難となります。
休業し、感染を一旦収める事が理想では無いでしょうか。

お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

反面、貯蓄が多く支出が少ない世帯では、それほど働かなくても、支払いに追わ
れず、更に支援が受けられる状況にあります。
1/8/2021 17:57:10 30代

女性

無職

お金や住まいのこと

金銭問題

私はシングルマザーなのですが、実家に住んでいます。コ
ロナで仕事が無くなり、収入もありません。お金があるわ
けでないので実家に住んでいます。生計は別ですが、扶養
義務者の収入で児童扶養手当すらもストップ…
コロナで仕事もない…何故扶養義務者の収入も見られるの
か不思議です。扶養義務者の人も生活がかかっています。
私も子供達もいて、このご時世で収入すらもなく、唯一頼
みの綱の児童扶養手当すらもとめられては生活もできない
です。助けて下さい。養育費すらも払わない相手はのうの
うと暮らしていて、育てるがわが苦しむ国です…。税金と
かは直ぐに払えとかきますが…働けないのに払えばかり…
頼みの綱すらもとめられて、どーすればいいんですか？

1/8/2021 17:58:59 40代

女性

主婦

お金や住まいのこと

2類を5類にするべき

コロナが流行ってから、1年にもなりました。ワクチンも
始まるくらい
コロナのことが分かってきました。
ワクチンできている事実から、
ほぼコロナのこと分かっていないとおかしいですよね？
もう数字にもありますように死亡者数はインフルエンザが
流行ってない時期の死者数と同じくらいです。
緊急事態宣言とは、沢山の人々の命が危ないから出す、と
認識していますが今現在、何んで？と不思議に思います。
区議会や大阪府議会での話も聞いてますが、無症状が移す
という、医学的根拠無し、自粛がウイルス増加に関係ない
と言った専門的な話も出ているのに何故？続けますか？
早くインフルエンザと同じ扱いにすべきです。
メディアと知事らにちゃんと指導してください

17 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 17:59:14 30代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

性別

ご職業

男性

航空関係 お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

コロナ禍で航空機減便により給与減収し賞与も昨年は夏冬無し。今年の夏も賞与
無しです。
総合支援資金延長にて生活をしていたが、申請期限の延長はあっても貸付の再延
長はない。生活費の相談窓口に相談しても生活保護などしか回答はない事も分
かっている。
持家の為、住宅確保給付金も使えず、固定資産税も払えない状態の為住宅をどう
するか考えています。
緊急事態宣言を出し、コロナ収束を目指すのは理解するが生活困窮者に対する政
策を議論して欲しい。
総合支援資金再延長と特別定額給付金の再給付を強く望みます。

コロナ禍で野党の意見を全く聞く耳を持たない菅政権はど
うなのかと思う。
しかし、コロナ禍で政治に興味が湧き、国会中継を見るよ
うになったが立憲民主や共産党の代表質問は菅政権の粗探
しをしているようにしか見えない。その姿勢を直さないと
スムーズな議論はできないと思います。
玉木さんの質疑姿勢が政治素人にも分かりやすく、議論す
る正しい姿勢と思います。
子どもが見ても分かる政治、子どもにも見せれる姿勢で質
疑・議論をして欲しいと思います。

参考にすべき著作や文献等

是非、コロナ禍の生活困窮者を救う政治をお願いします。
長々と失礼しました。
1/8/2021 18:01:01 20代

無回答

1/8/2021 18:13:20 40代
1/8/2021 18:27:37 40代

男性
女性

1/8/2021 18:31:14 40代

お金や住まいのこと

生活面で絶対に今必要なのは毎月の一律給付です‼
今の政権のでの憲法改正には絶対に反対です‼ ‼ 危険す
経済面では間違いなく消費税減税です‼
ぎます‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼
その他の補償が手薄くても最低限これだけはやっていただきたいたいです‼
憲法改正は政権交代してからお願いします‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼
それから手厚い補償なき罰則は死ねという暴力です‼
‼ ‼ ‼ ‼
みんな生活のため生きていくために必死に仕事をしています。もっと手厚い休業
補償をお願いします‼ ‼ ‼ ‼

運送業
事業者

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

マスク代、消毒代を下さい。住民税減額で対応できませんか？
厚生年金保険料等の納付の猶予が今年2月までですが、状況は変わっていませ
ん。延長または社会保険料を免除すれば生き残れる事業者は増えると思う。
また飲食店等の経費で大部分を占める家賃ですが、家賃免除はできないもので
しょうか。協力した大家は固定資産税減額される等の施策はどうでしょうか。資
産を持っている側だけ守られているように感じます。
桜内文城氏が提唱している交付国債って実現性あるものでしょうか？

女性

パート

お金や住まいのこと

コロナで収入が減りました。生活が苦しい。また一律の給付金はでませんか？

1/8/2021 18:38:42 20代

男性

自営業

お金や住まいのこと

1/8/2021 18:49:50 50代

男性

自営業

お金や住まいのこと

パートの収入も激減し、旦那の給料も減りました。生活で
きません。助けて下さい。
私は60名ほどの機械製造工場を営んでいます。
国民民主党様におかれまして、多様な価値観を理解してい
民間企業の受注低迷は著しく、今後の状況によっては存続も不安なところです。 ただきつつ、国防に関して向き合っていただきたく思いま
緊急事態宣言により、移動が制限されれば作業予定の遅延や売り上げ計画に大き す。躍進されることを期待しております。
な問題が起こります。
遠方まで工事をしに行くことも多いため、せっかく国費を研究開発等に入れても
らい、仕事があったとしても納入ができない可能性もあります。
飲食観光が主題だとは思いますが、是非広い視点で対策の方をお願いしたく、よ
ろしくお願いいたします。
十分な補償や延命措置、または影響の少ない感染対策を望みます。
コロナ対策で出費がかさんでいます。
手当てもないだろうし、消費税の減税や廃止もないだろうを前提にしますが、最
低限マスク、消毒液、暖房に必要な電気、灯油（ガスの世帯もあると思う）には
課税しないで貰いたい。

18 ページ

国民の努力は大切だが、あまりにも国からのバックアップ
が無さ過ぎます。
この非常時、今だに消費税を当たり前のようにとっている
ことが理解出来ない。
納税はしますが、これだけ個人の収入が減り、生活や健康
不安を抱えているのに消費税が下がらないのか、一時停止
をしないのか理解出来ません。
個人の努力だけではもう限界です。

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/8/2021 18:53:53 60代

男性

仕出し

お金や住まいのこと

要請を受けている店舗だけでは不公平で、以外でもコロナの影響を受けている事 低所得者も生きていく希望をください。
を忘れないでください。お願いします、生活が困窮しています。助けてください
お願いします。

1/8/2021 18:54:58 40代

男性

自営

お金や住まいのこと

消費税減税
各種納税減免措置
定額給付金再給付
持続化給付金

1/8/2021 19:13:23 40代
1/8/2021 19:15:21 50代

女性
女性

主婦
お金や住まいのこと
フィット お金や住まいのこと
ネスイン
ストラク
ター

タイムスタンプ

年代

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

消費税停止又は減税！
(1年間税率ゼロ、2年目5%)
各種納税減免措置
(自動車税、住民税、年金、社会保険料の免除)
総合支援資金の拡充
定額給付金再給付
持続化給付金の上限額撤廃

まずは国民を支えるための定額給付金一定期間継続した配布を！
緊急事態宣言、時短、補償

参考にすべき著作や文献等

https://www.amazon.co
.jp/%E7%A8%8E%E9%
87%91%E4%B8%8B%
E3%81%92%E3%82%
8D%E3%80%81%E8%
A6%8F%E5%88%B6%
E3%82%92%E3%81%
AA%E3%81%8F%E3%
81%9B%E6%97%A5%E6%9C
%AC%E7%B5%8C%E6
%B8%88%E5%BE%A9
%E6%B4%BB%E3%81
%AE%E5%87%A6%E6
%96%B9%E7%AE%8B
%E5%85%89%E6%96
%87%E7%A4%BE%E6
%96%B0%E6%9B%B8
%E6%B8%A1%E7%80
%AC%E8%A3%95%E5
%93%89/dp/43340450
30
渡瀬裕哉著作

スポーツクラブは時短で殆どが、20時までの営業になりました。
私は夜をメインに仕事をしているのでクラブからの補償もなく困っています。
ある店舗の店長は「不要不急といいますが、皆健康の為、生きがいを持ってい
る。本当は通常通り営業したい。経営も苦しい。」と言っていました。
施設に行かなくなった人達は買い物に行くだけです。量販店よりもスポーツクラ
ブやカルチャー教室のほうがずっと清潔で感染対策しています。
量販店の客は追跡出来ないだけてす。納得行きません。せめて十分な補償をお願
いします。

1/8/2021 19:17:38 30代

女性

会社員

お金や住まいのこと

コロナの影響による減収

特別定額給付金再給付希望

19 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 19:20:14 30代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

男性

自営業

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

給付金について
PayPayライトというような期限付きの電子マネーを国民全員に給付すれば良い
と思います。

期限付きの電子マネーであれば、皆が使うと思うのです。
一定期間内に使わないと、権利が消滅するので、半ば強制
的ですが国民は使います。使い方がわからない人は、お店
の人が決済するなどのサポートをします。経済効果が生ま
れ、生活用品なども揃えることが可能です。今回はPayPay
ライトということで紹介をしましたが、他の電子マネーで
も期限付きのものはあります。

参考にすべき著作や文献等

国民民主党の皆様へ
これからも応援させていただきます。

1/8/2021 19:25:44 50代

女性

主婦

1/8/2021 19:28:20 40代

男性

スーパー お金や住まいのこと
の店員

お金や住まいのこと

コロナ差別です。車のナンバープレートでの県外ナンバーの差別。マスクの有無
差別。指定感染症レベルがなぜこんなに高いのでしょうか？下がればコロナにか
かった方を診療できる病院も増え医療逼迫解消ではないでしょうか？
コロナを特別な怖い感染症としてマスコミが情報を流し過ぎてるような気がしま
す。入院拒否者に刑事罰、要請に従わない店に罰金など共産国(中国や北朝鮮)の
ようでこの先の日本での生活が怖いです。

公共の場(店舗)などマナーとしてマスクをしていますが、
外など(散歩、ジョギングなど)はマスクはしない方が健康
的だと思います、ぜひそういう声を上げていらっしゃる医
療関係者の声を受けて(耳を貸して)欲しいです。

非正規雇用者としてスーパーで働いているのですが、緊急事態宣言が出ても出勤 ・所得に応じたベーシックインカム制度を導入して下さ
しないといけないです。
い。
非正規雇用者は給料が安すぎて働く意味が無いです。
感染のリスクが高い割には危険手当が1日500円しか出ないので、割に合わない 年収250万円未満の低所得者には国が毎月30万円以上を支
です。緊急事態宣言中に出勤しても賞与は出ないし、退職しても退職金は出ませ 給して下さい。
ん。
家賃も国が半分負担して下さい。
国からスーパーの店員に1日3万円位の危険手当を出してほしいです。

・消費税や社会保険料、相続税、固定資産税は廃止してほしいです。

ステファニー・ケルト
ン教授の「財政赤字の
神話」を読むと日本は
財政赤字が少なすぎる
ということが分かりま
す。

・社会保障制度を今よりも充実させて下さい。
https://www.amazon.co
国民年金と厚生年金の合計額が毎月40万円を超えるように .jp/dp/B08K33ZN6V/ref
して下さい。
=dp-kindleredirect?_encoding=U
よろしくおねがいします。
TF8&btkr=1

・国家運営の財源は国債です。
・税金はインフレ率を調整するためだけにあります。社会保障などの財源ではあ
りません。
ごく一部の方を除いて多くの政治家がこの2点を理解していないので、国民の可
処分所得が増えなくてGDPが伸びません。
それと、プライマリーバランス黒字化目標などを導入しているのは日本だけで
す。どこの国も国債は永遠に借り換えです。払わないといけないのは利子だけで
す。

1/8/2021 19:42:30 30代

男性

フリー
ター

お金や住まいのこと

日本の政治家は財務省の言うことを聞かないで下さい。彼らは自身の出世のため
に、財政破綻論やハイパーインフレ論を唱えているだけです。
感染防止対策を取っていても収まる気配がない。また、外出自粛が不可能な仕事
をしているため、感染リスクがあることへの不安。
定額給付金の再給付の検討。ただし、国民の税金を使うのだから外国人は除外す
べきと考える。また、外国からの一切の入国禁止や時短要請などで影響を受ける
職種への十分な補償。

20 ページ

安倍前内閣の時に取っていた対策がまだましだったので
は？と思えるほど対応がちぐはぐな印象がある。外国から
の入国禁止ができないのは、自民党幹事長二階俊博の思惑
のせいではないかとすら思っているので、厳しく追及して
いただきたい。ただし、立憲民主党や共産党などとは行動
を共にしないよう強く求める。

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 19:56:35 40代

男性

非正規雇 お金や住まいのこと
用者

雇用調整助成金の支援を受けて休業させられている非正規雇用の人間なのです
が、補償割合があまりに低いので生活に困っています。会社の採算の取れない事
業所を閉めて解雇する事で制度として10割補償から6割補償に減額となって手取
りで6万程しか貰えません。一人一人の労働者にもきっちり満額貰えるように出
来ないものでしょうか。もちろん2月末までで打ち切りなんて話になりません、
自公政権は貧乏人が憎いのでしょうか？。

個人の家賃補償に住宅確保給付金がありますが手続きが煩
雑で敷居を高めています。利用者がわざわざ大家に手紙を
書いて保証会社にも電話してからじゃないと利用が出来な
い制度になっていて精神的にかなりしんどい。せめて担当
役場から一筆書いてくれて連絡をしてくれるだけで利用し
やすくなります。このやり方は罪悪感を持たせて申請させ
にくくする生活保護の水際作戦に近いものを感じます。国
会での改善提言のほどをよろしくお願いいたします。と同
時に3月末までの制度なので延長もお願いいたします。

参考にすべき著作や文献等

1/8/2021 20:04:16 30代

女性

専業主婦 お金や住まいのこと

２回目の給付金を至急でお願いします

コロナで仕事が無くなり、家計がかなり苦しいです。でも
いつも補助があるのは一人親家庭。一人親家庭はコロナ以
前より児童手当に加え、児童扶養手当が降りているし親の
医療費も500円でした。(自分の住んでいる市町村では)私は
今恐らくうつ病だと思うのですが、お金が無く病院も行け
ません。子供を食べさせるので精一杯で自分の事など後回
しです。このタイミングでもし家族がコロナにかかったら
と思うと余計に眠れません。本当に子供を健康に育ててい
ける自信がありません。一人親家庭よりも、子供が沢山い
る両親が揃っている家庭の方が苦しい状況だという事に早
く気付いてほしいです。

1/8/2021 20:25:23 40代

男性

会社員(販 お金や住まいのこと
売、接客
業)

都内で勤務してますが、感染の恐怖しか無い。仕事を休むと収入等の問題があり 国債発行するのでその分はコロナ禍が収束し、経済的に回
休めないので、安心して仕事ができるようにしてほしい。
復したら東日本大震災の復興支援税のように徴収すればい
その為には、検査と隔離をするべき。
いと思います。
国民全員が検査終わるまで自宅待機。
結果陰性の人は仕事なり遊ぶなり、今まで通りに。
検査が終わるまで仕事が出来ないのでその分の補償を。

1/8/2021 20:27:12 20代

女性

専業主婦 お金や住まいのこと

コロナが収まるまで一律給付金

1/8/2021 20:27:57 30代

女性

お金や住まいのこと

いつも応援しています。地域限定で緊急事態宣言をだして
も無駄だと思います。全国に緊急事態宣言を出してコロナ
が収まるまで一律定額給付金を支給して欲しいです。お金
さえあればコロナで自殺者が増えることはないと思うから
です。自粛したいけどお金が必要だから働かないと。と
思っている人は多いと思います。早急に全国に緊急事態宣
言を出し早急に一律定額給付金を支給してください。

テレワークが推進され家で仕事ができるようになり、通勤ストレスからの解放が
ありがたい一方、在宅では残業が認められていないため、仕事が多いときはサー
ビス残業もしくは出社する必要がある。
緊急事態宣言が発令されたので、しばらくはサービス残業になりそうなため、在
宅でも残業できるよう法で整備をしていただきたい。

21 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 20:29:13 30代

男性

農業

お金や住まいのこと

課題
①税金が高い
②去年コロナによる不況で梨の値段が下がり購入する人も減って収入が減少し
ました。今年も同じようにコロナの影響で収入が下がるのが怖いです。
解決策
①農業に使う機械、道具、農薬は企業の競争相手が少ないので値段が高いで
す。少しでも安く買いたいので消費税を廃止してください。自家用車とトラック
で自動車税とガソリンと軽油税が重いです。消費税、自動車税、ガソリン軽油税
が廃止されれば年収が増えて生活が楽になり零細農家を脱却できます。結婚にも
前向きに考えられるようになれそうです。零細農家だと自信が持てないですし、
苦労をかけるので結婚するべきではないなと考えています。
②コロナから１日早く経済再生するためにも減税をしてください。『消費税廃
止』を求めます。消費税が廃止されれば年収の10%が手元に残りますし、金があ
れば梨購入に金を使ってくれるので消費税を廃止する法案を作ってください。

減税をしてください。『１番消費税・２番自動車税・３番 税金下げろ、規制をな
ガソリン軽油税の廃止に向けた減税を求めます』
くせ日本経済復活の処
減税して年収が増えて生活・仕事にかかるお金が減れば生 方箋
活が楽になり無駄使いできます。零細農家を脱却出来れ
ば、結婚にも前向きになれそうです。零細農家だと自信が
持てないですし、結婚しても苦労をかけるので結婚を諦め
ています。お金がなくて結婚に前向きになれない人は大勢
いるはずです。減税は景気回復、生活向上だけではなく少
子化対策にもなります。減税はあらゆる政策の核です。だ
から減税法案を作ってください。まず消費税廃止法案をお
願いします。

1/8/2021 20:32:02 60代

女性

パート

お金や住まいのこと

早いうちに感染おさえるために、全国に自粛要請かけるべき

国民民主党さんにお願いです。早いうちに全国一斉に自粛
要請かけてほしい。そして感染を下火にすれば経済動くの
では？それと解雇、自殺者増やさないために一律定額給付
金早く出してほしい。政府小切手で。

1/8/2021 20:32:53 20代

女性

コールセ お金や住まいのこと
ンター

収入が減っているのに税金はしっかり取られることや消耗品の値段の高さ等で給
料のほとんどがなくなります。
これでは私のように若い方もなにか消費したり大きな買い物をしなくなると思い
ます。税金を安くしたり最低賃金を今よりもよりあげるべきです。将来貰えるか
分からない年金を高い金額で払っている現在貯金もできず、消費も最低限しかで
きません。もう少し給料ですとか賃金を上げてもらえればその分貯金ができたり
大きな買い物もできます。パートやアルバイト等でも最低な保証はあっていいは
ずです。毎月働いてるのに税金などで給料の半分以上を持っていかれるのはおか
しいです。高齢者にばかり優しい政策ではなくこの先を担っていく若者にこそ優
しい制作をしてください。若者の方がもちろん消費もしますし給料が上がれば学
費を家庭に依存せず無料にすれば休みが増えれば在宅勤務が増えればその分少子
化も少なくなってきます。必ず。なので議員の方の給料を減らし議員数を減らし
その分を国民のために使うべきです。国民のために働いているのですから当たり
前です。日本は国民からお金を取りすぎです。若い方や実力のある方、才能のあ
る方が海外に行くのは当たり前です。国民のため、これからを担う若者のための
制作をお願い致します。まずは最低賃金を上げ、コロナ禍では議員数を減らし議
員の給料を減らし、その分を定額給付金として全ての国民に毎月5万円ずつ配る
べきです。そしてお金に余裕のある方にはその後申請をしてもらい、回収すれば
いいのです。年末調整でできます。
年金の金額を減らし、税金を安くし、最低賃金を上げ、毎月の定額給付金をして
ください。そうすれば少子化も若者の消費離れも今よりは必ず改善するでしょ
う。必ずやってください。このままではお金持ちだけが得している国です。不平
等です。期待しています。

1/8/2021 20:37:55 10代

男性

大学生

「感染対策か経済を回すか」と、よくいわれますが、それは間違いです。財政支
援さえ十分なら、感染対策のために経済活動を止めても倒産や失業は防げます。
実際には、「感染対策か財政支出抑制か」です。まずは、その点をしっかりと強
調して頂きたいと思います。国民民主党の政策提言の内容については、高く評価
しております。

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/8/2021 20:40:38 50代

男性

自営業

お金や住まいのこと

私は自営業をしています。昨年3月まであった仕事が4月にパタっと無くなりまし
た。しかし、給付は遅かったですが持続化給付金に助けられました。娘は居酒屋
のシフトが減り非常に困っていました。しかし、その子も定額給付金で助かりま
した。それっきり何もありません。貸付は絵に描いた餅でコロナで先行き見えな
い会社には貸せないと断られました。全ての国民、企業一丸となって自粛しない
とコロナは収まらないと思います。実際1波は抑える事に私は成功したと思いま
す。それは一重に定額給付金と持続化給付金を出した事によるものです。うちの
親子がそれで助かったように。おそらく最低でも定額給付金は出さないと特にお
金のない若者は協力しないでしょう。そして、若者は将来を担っていく大切な宝
なのですから。あの頑固おじさんに言ってやって下さい。実際、取り返しのつか
ない状態になっています。

1/8/2021 21:01:12 50代

女性

主婦

お金や住まいのこと

２回目の一律10万以上の給付金

1/8/2021 21:14:29 30代

男性

生活保護 お金や住まいのこと

もう何やってもダメ 全て後手 都知事が要請云々ではなく国主体で動かない時点
で終わってます 経済、goto大事なんでしょうがその前に人がいなければ国家と
して成り立たないのではないでしょうか大量の臨時国債を出したとしてもいつか
は返せます、健康な人がいれば。
そういう意味ではもう手遅れです、国民一人一人に責任をなすりつけてふんぞり
返っていて下さい、生活を保証されなければ働かないと生きてはいけない国なの
です、皆がちゃんと貯金できているわけでも資産があるわけじゃないんです。
たかが一か月とお思いでしょうが多少のローン、融資など受けられている方はそ
れだけで食事も難しい状態に陥る場合もあります。現在も進行形で仕事が無い、
雇用する余裕がないそんな状態です。gotoなんて回りくどいのはやめて給付金配
れば簡単に経済が回ります

1/8/2021 21:14:57 30代

女性

アルバイ お金や住まいのこと
ト

給付金は前のように
国民一律で配って欲しいです。

1/8/2021 21:24:21 20代

男性

大学生
（四年
制）

お金や住まいのこと

奨学金の返済についてです。この不景気でこらから就職していきますが、そこに
奨学金の返済が重なるとかなり苦しいと思います。実際、借りている側はまだそ
こまでの実感はないですし、政治家の方々が奨学金の話をしているのもあまり見
かけません。ですが、必ず苦しむと思うんです。解決策は素人の私には分かりま
せんが、ご検討ください。よろしくお願い致します。

維新支持者ですが、国民民主も応援しております。こう
やって国民の声を聴こうとしてくれる姿勢が本当にありが
たいことです。私は、政策よりもこういった姿勢で支持政
党を決めたいと思っています。
応援しております。

1/8/2021 21:28:57 20代
1/8/2021 21:31:41 30代

男性
男性

自営業
会社員

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

1/8/2021 21:34:09 20代

男性

会社員

お金や住まいのこと

給付金を出す
去年のパンデミック以来会社の業績が良くない。ボーナスが無くなった。今年の
売り上げ次第では人員削減の可能性も否定できない。
国は通貨発行権によりお金を作り出せるのだからさっさと財政出動すれば貧困、
医療費、年金問題はすぐに解決する。

緊急事態宣言を出すなら給付金も出すべき
都内で音楽をやっている知人や夜のバーを経営、運営して
いる知人が心配。コロナで売り上げが消滅している。
通貨発行によりインフレが起きるためそれを抑えるために
増税はすべきです。
そもそも国が国債を返済するために使用するお金はだれが
最初発行したのか理解してるのでしょうか。
プライマリーバランス黒字化は国民への虐待に等しいで
す。
いい加減間違った貨幣論をやめるべきです。
インフレが制御できなくなるなど言う政治家は自分が無能
ですと公言しているようなものです。
懸命な判断ができることを願います。

タイムスタンプ

年代

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

１回目の一律給付金で我が家は大変助かりました。ほぼ税
金支払いで消えましたが。このコロナ禍の中で受験生もい
るため初回に納める多額の大学入学金やらで頭を抱えてい
ます。困窮しています。玉木さん切実なんです。よろしく
お願い致します。

生活が苦しすぎます。
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性別

ご職業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 21:34:58 60代

女性

アルバイ お金や住まいのこと
ト

持続化給付金を不動産所得者にも

テナントが家賃補助をもらっても家賃を払ってくれるわけ
ではないし、出て行ったテナントが戻るわけではない。収
入は激減しています。
フリーターでも持続化給付金をもらえるのに、確定申告を
して税金を払っている私どもが、事業所得でないからと持
続化給付金をもらえないのは不公平だと思います。
家賃収入は不労所得とは思えません。毎日、働き続けてお
ります。
ぜひ、ご一考をお願い致します。

参考にすべき著作や文献等

1/8/2021 21:40:09 60代

男性

保険代理 お金や住まいのこと
店(個人事
業者)

コロナ感染症対策の個人事業者支援の継続がない。既に一年前から今の状況が継 持続化給付金の複数回実施と、小口資金貸付制度の延長
続している中で、次なる支援が無ければ事業も生活も立ち行きません。個人で営 を！
む保険代理店は、人に面談出来ない状況にあっては、圧倒的に大手法人や会社直
営のそれとは違い死活なわけで、コロナ終息までの間は支援の政策を考えて頂き
たい。

1/8/2021 21:40:34 30代

男性

会社員
お金や住まいのこと
（システ
ムエンジ
ニア）

母親が西武バスの営業所で働いていますが、緊急事態宣言で時短となり、1日4時
間しか営業しなくなったそうです。
当然収入は減ります。
飲食店やカラオケ店は時短営業で協力金が出るかもしれませんが、そこで働いて
いるパートやアルバイトはシフトに入れなくなり、収入が減るのに何の手当ても
ありません。
パートやアルバイトに対しても、協力金なり手当てを出すべきです。

1/8/2021 21:41:55 30代

男性

会社員

お金や住まいのこと

定額給付金の時に仕事を辞めた直後でこれがあったお陰で今の生活があるような
ものです。金額の補償が休業を対象とするお店にいきがちですが、他にも生活が
逼迫しているしている人が一杯います。もう１度給付金が一律に配られたら救わ
れる人はたくさんいると思います。貯金しているという報道も出てましたがそれ
は今後の生活に不安だから貯金しているんだと思います。

政府はお願いだけ、野党第一党も批判だけで提案が殆ど出
てこない、唯一国民目線でいるのは国民民主党だけだと私
は思っています。人数は少数精鋭で色々と苦労はされてる
思いますが常に国民目線で提案をして頂けており、救われ
ております。メディアで報道されるのも自民党と立憲民主
党だけのいつも同じ話だけで正直うんざりです。次の選挙
は国民民主党に１票を預けます。

1/8/2021 21:43:56 40代

無回答 事務職

お金や住まいのこと

貧困→国債発行、消費税廃止
売国政党自民党員→国防の観点から国家反逆罪適用を‼
政治を国民目線で→二世議員廃止、定年制制定、供託金 最高10万円まで
尖閣諸島・北方領土→監視塔建設し、日本国民で管理、保護
など

れいわ新撰組 支持者ですが、いかんせん認知度が低いの
で、野党共闘して自公から政権奪取して頂きたいです。

1/8/2021 21:55:14 20代

女性

会社員

お金や住まいのこと

テレワークができないので、どうしても出勤しなくては行けないのです。毎日感
染したらどうしよう…と思いながら通勤しています。
例えば、週の勤務日数を3日にして、減った日にちのお給料の保障などを政府が
して頂けるなどの対策か、もしくは定額給付金の様な(毎月5万円とかをコロナが
終息するまで)現金での継続的な支援がありますと、やはり家から出る回数も減
るかと思います。
現状、やはり欠勤をしない、有給を使いたくないので、結局外に出て働いている
ので…

今は中小企業で正社員をしておりますが、やはり景気悪化
の煽りを受けており、
気持ちが不安です。
人にも会えず、遊びに行くことも出来なければ、唯一の趣
味である好きなアーティストのライブにも行けず、日々不
安やストレスが溜まっていくばかりです。
どうか、私達を安心させてください。
今のままでは、生きるのが辛すぎます。

1/8/2021 21:57:07 40代

男性

会社員

お金や住まいのこと

廃業やリストラされた人への経済支援が足りないこと

このままでは経済的な理由による自殺が増え、国力が衰え
てしまいます。一律給付金再開と消費減税を訴えてくださ
い。また、次期選挙では自民党から議席を奪う好機です。
議員候補者を増やしてください。投票します。

24 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ
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1/8/2021 21:57:39 30代

性別

ご職業

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

■課題
国民の金銭的負担

税金下げろ規制をなく
せ(渡瀬裕哉著)

■解決策
消費減税法案を提出し与党に対しプレッシャーをかける
1/8/2021 21:59:43 20代

男性

トレー
ナー

お金や住まいのこと

緊急事態宣言が出てるのに満員電車→日本の保証がくだらないからこのような現 国民民主党に私は本当に頑張って欲しいです
藤井聡
実が起きる。休業要請するなら昨対比の８割保証など徹底的にやらなきゃ抑えら 何か力になれることがあれば何でも言って欲しいです。行
れない
動指針を示して欲しい

三橋貴明

政治家やテレビの怠慢→コロナやばいと煽りながら旅行しましょうキャンペー
ン、ご飯食べましょキャンペーン、テレビではバンバンバラエティもやってる。
そんな中でコロナ対策して自粛出来るわけありません。政治家も5マン近くのス
テーキを食べるなんてくだらない。そんな金を出すなら失業者に出せ。
報道規制をしてバラエティは流さない。政治家は会食などしたら罰則などして欲
しい
消費税の撤廃→このコロナ禍でなにもしない。のは国としてよりも人としておか
しいです。人の為に政治をするのであれば国民に目を受けて欲しい。そもそも政
府のやり方は金のないやつ死ねと言ってるに等しいです。偽善者ぶる悪魔が一番
タチが悪いです
1/8/2021 22:00:59 20代

無回答

1/8/2021 22:06:15 20代

男性

大学生

お金や住まいのこと

医療従事者には毎月100万円給付と全国民に10万円給付をお願いします‼ ‼ ‼
‼
控えめに言ってこの額です。それくらい毎月の現金給付は今絶対に必要です‼ ‼
‼ ‼
この時期の感染拡大は目に見えていたこと。政府のGoTo強行の責任は非常に重
いです💢💢💢💢
私のように旅行や外食や会食を1年以上我慢して控えている国民もいる事を忘れ
ないでください。

お金や住まいのこと

休業支援金、または学生への給付金などをさらに拡充し、より早く手元に届くよ 二度目の緊急事態宣言発出に伴い、不要不急の外出の自粛
うにしてもらいたい。
要請が出されたことによって、アルバイトでの勤務数が激
減しています。エンターテイメントに従事する職種なの
で、かなり大きな影響を受けています。去年は休業支援金
を受給しましたが、今回は休業自体は行われていない上
に、仕事数は激減してしまっているため、このままではか
なり生活が厳しいくなると言わざるを得ません。学生のた
めの給付金などを拡充していただきたいです。また、より
早く給付が行われる仕組みを構築していただきたいです。
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性別

ご職業

1/8/2021 22:06:27 30代

男性

フリーラ お金や住まいのこと
ンス

すでに玉木議員がツイッターや動画などで何度も提言されている内容も多少含み
ますが、
消費税廃止、企業への粗利補償、政府にはこれらを早急に実施していただきたい
です。
消費税廃止は全国民平等に恩恵のある案ですし、低所得者ほど救われるもので
す。
そもそも税金は財源ではないし、消費税は低所得者ほど重くのしかかる欠陥税制
です。
企業への粗利補償をしなければ、失業→自殺者の増加となり、さらに日本人が政
府に殺される事になります。
はっきり申し上げて、本当の敵はコロナではなく国民を救おうとしない日本政府
そのものです。
コロナは災害（強いて言えば中国のせい）ですが、その後の経済悪化は日本政府
の無策による人災です。
未だに脳内お花畑で現実の見えてない政治家に、どうかこの事実をぶつけていた
だきたいです。

1/8/2021 22:09:36 30代

男性

製造業

生活が逼迫しているのは飲食や観光業だけではありません。
頑張って下さい。国民が困ってる時に助けない文民は必要
世帯に対する緊急支援が必要と考えます。
ありません。
①所得制限を設け、支援する。
(例)年収700万以下の世帯に30万～50万円等
理由:減収や賞与カット等の煽りを受けている国民多数の為。特に結婚してい
る、又はシングルの世帯は住宅ローンやカーローン等を組んでいる場合が多く
(特に地方)銀行ではボーナス払い併用も勧めてくるので、そのように返済計画を
組んでいる世帯が多い。その中で賞与カットや給与減額をされたら生活が立ち行
かない。
②ローン関係の一時返済停止。
(例)全てのローン関連商品の返済一時停止(一年間)
理由:前述した通りローン関連商品による家計の圧迫がある為。
全てのローン関連商品において実施する(ここが重要)各社余力はあるはずです！

お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）
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■中野剛志先生の「目か
らウロコが落ちる 奇跡
の経済教室」
一般人でもすっと理解
できる経済の入門書と
してオススメです。
（すでに10万冊以上売
れている本ですので、
ご存知の方も多いかも
しれませんが
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ご職業
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あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 22:11:48 30代

その他 コンビニ お金や住まいのこと

定額給付金

まず性別の女性を選ぼうとしたら女性だけ反応しませんで
したので、その他にしてます。
私達国民は去年からずっと我慢してます。ずっと感染対策
してます。外食もしてません。子供にも我慢我慢我慢で
す。
一体いつまで我慢したらいいんですか？我慢した結果また
緊急事態宣言。
しかも内容はゆるゆるのスカスカ。
国民一人当たり〇万支給するので外出しないで!!と何故言
えないんですか？
何故出し渋る？
働かないと庶民はお金ないんですよ。
ボーナスも給料も何もしなくても貰える議員さん達とは違
うんです。
困っているのは飲食店だけではないし、飲食店もあれじゃ
補償になりませんよ。
定額給付金、持続化給付金、家賃援助等様々な支援をする
べき。しかも今すぐに。
コロナに怯えながら毎日コンビニで働いてます。働かない
と生活出来ないから。前回の定額給付金も生活に使いまし
た。貯金なんかしてません。
いい加減国民の声を聞いてください!!

1/8/2021 22:17:02 30代

男性

会社員

お金や住まいのこと

消費税減税、年金・保険料の徴収停止、企業の固定費の保証、需要喚起の為の給
付、可能なら給付付き税額控除
自粛による、自殺者やQOLの低下は国民の最大幸福の追求に資さないと🤔。
欧米に対し日本は感染者(陽性者)がすくないにも関わらず医療が逼迫するのは感
染力や致死率がひくいにも関わらず、いつまでも２類指定を続ける国政の不作為
である。

分科会を含む政府や知事が根拠や効果をを示さず自粛を煽
るのは大問題。
また、２類指定や擬陽性が大量にでると言われるPCRの
CT40などのみ根拠が不明な指定により医療機関をひっぱく
させている。
予備費を塩漬けにして、医療体制を拡充を行わなかったこ
とや、感染症を政局ににしたりと、国地方ともに政治行政
のみ不作為が酷いです。

1/8/2021 22:18:25 30代

男性

会社員

お金や住まいのこと

業績悪化に伴う残業ゼロ施策により、大幅な収入減。早く帰るに越したことはな
いが、ある程度の残業がないと生活が成り立たない。他の先進国と比較しても日
本は給料が低いと聞きますが、残業がなくても安定した暮らしが出来るくらいの
賃金引き上げをお願いしたいです。

1/8/2021 22:19:02 20代

男性

会社員

お金や住まいのこと

若年層への支援が足りないと考えています。
特措法の件、国民民主党の姿勢を高く評価しています。
結婚、子育てと進みたいですが、貯蓄が足りず厳しいです。
徹底した補償と罰則を両立されているのは御党のみだと思
国としても財源に限りがある中大変申し訳ありませんが、支援策を拡充して欲し います。この路線を継続して欲しいです。
いです。

1/8/2021 22:19:11 10代
1/8/2021 22:19:19 40代

男性
男性

学生
会社員

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

10万円の再給付
在宅勤務で残業は減り、光熱費等のコストが嵩んでしまうことで家計が厳しく
なっています。
当面の心配は住宅ローンの支払いと固定資産税。
再度の定額給付金や固定資産税免除等の対策があると助かります。
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タイムスタンプ

年代

1/8/2021 22:22:45 20代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

男性

学生

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

自分の口座に5万円しか残っておらず、冬休みの間にバイトで稼ごうとしていた
矢先で緊急事態宣言となり、バイトに入ることが難しくなってしまいました。生
活自体は実家で送っていますが、院試や就活にかかる費用の用立ては目処が立っ
てはおらず、また友人等との交流は減る一方です。課題に追われつつも趣味に投
資するだけの余裕は無く、無為な生活を送っています。
加えて、西村氏が｢感染者500人が解除目安｣としていたことと、近日東京での感
染者数が二日連続で2300人超えであったことから考えると、この状況は1ヵ月で
は脱することが出来ないように思います。すると、この苦しい生活も脱出の目処
が立ちません。
感染予防のため外出を控えたり感染対策のもとで行動するようにしていますが、
バイトもテレワークはほとんど無理で、個人として金銭的に余裕がありません。
学費もなんとか払えていますが、親のボーナスの変動次第ではそれも怪しくなり
ます。そこでやはり貴党には、国民個人個人に対する給付金を提言していただき
たく思います。

1/8/2021 22:29:02 50代

男性

1/8/2021 22:41:07 50代

女性

主婦

1/8/2021 22:54:34 20代

男性

法人経営 お金や住まいのこと
（体操教
室）

お金や住まいのこと

全国に緊急事態宣言の発出
住民税課税世帯、一軒100万円給付し3ヶ月外出自粛。一斉休業。
これで人の流れを抑えて感染拡大を減らす
企業は収入が無くなるが社員への給与支給が無くなり負担が減る

議員報酬0に
政党助成金返還
機密費返還
あなた方に特権は必要ありません。
無駄を全て排除し国の立て直しに使ってください

お金や住まいのこと

生活保護申請の受理の促進、水際作戦の根絶を。→行政福祉事務所の対応改善
を。

行政は所持金尽きて助けを求めて来た人の手を払いのける コロナ禍の東京を駆け
ようなことをしないでほしい。たらい回しはやめて、生活 る
保護、住居の確保に動くべき。
岩波書店 稲葉剛、小
林美穂子著

今回スポーツ教室は休業要請は受けていませんが、外出自粛は要請されているた
め、休会者が多く、売上が減少しています。
宣言の影響を受ける業種は多岐にわたるので、売上の落ち込んだ事業者に対する
救済措置が欲しいと感じています。
持続化給付金や家賃支援も6ヶ月分で計算しましたが、3月の一斉休校から10ヶ
月以上ずっと影響を受け続けていますので、再度の支給があると助かるなと思っ
ています。
また、借り入れもしていますが、無利子期間が3年と短く、残り2年ほどで、コロ
ナ禍を耐えて業績を回復させて返済し切るというのは難しく、利子の発生は避け
られないと感じています。
無利子期間をもっと長期で取れると借り入れの見通しもつきやすいです。

1/8/2021 22:59:48 30代

男性

会社員

お金や住まいのこと

自動車税と固定資産税が払えません…。税金免除と特別定額給付金の2回目をぜ
ひお願い致します。ボーナスが前年と比べて半分になりました。困っているのは
飲食店だけではありません。
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「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/8/2021 23:08:23 40代

女性

主婦

お金や住まいのこと

定額給付金の一律10万円2回目3回目希望。とにかく生きていくお金が欲しい。
息子は航空関係の仕事に就きました。小さい時から憧れていて専門学校へ行き入
社して2年。一人暮らしをしています。コロナは誰も悪くない、誰かを恨むこと
も違う。でも働かないと…働いた分しか収入はない！給料の激減ぶりには、驚き
です。
今は自分の貯金で何とか生活しているようですが。若いとお金を借りることにも
躊躇するでしょうし いくら無利息で貸すと言われても…。親が助ければ良いと
言う人もいるでしょうが、親も生活しなくてはなりません。その親も収入減で
す。まだ、高校生の子もいます。お金あげるから、しばらくジッとしていてく
れ！単純にそれで良いのでないですか？どこかで線引きが必要なら0才〜高校生
までは給付しないとか、、子供の為にと貯蓄になるでしょうから。
親の分は貯金なんてしません。
今今今は、生活費が必要です。

1/8/2021 23:08:47 20代

女性

介護士

お金や住まいのこと

総合支援資金 貸し付け期間の再延長

タイムスタンプ

年代

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

一律給付金か迷いましたが総合支援資金の貸し付け期間の
再延長をえらびました。
私は介護士をしてます。
今現在慰労金もまだ受け取っておりませんし、大企業のた
め休業手当て頂いておりません。
主人はコロナ失業し総合支援資金を借りていましたが６ヶ
月の貸し付け期間が終了しとても苦しい日々です。
これからコロナが増え、子供の体調不良が続けば会社命令
で休まされまた収入が減るのは解りきっていることなので
すが、そこに対しての補償がないのが理解できません。
総合支援資金の貸し付け期間延長していただき、困ってい
る人に行き届くよう審査の緩和も同時に必要です。
貸し付けのため国には免除があれども少なからずリターン
はあるはずです。
一律給付金が富裕層に行き渡るのが嫌だという政治家のか
たがいますが総合支援資金が今１番重要ではないでしょう
か

1/8/2021 23:10:47 60代

男性

保険代理 お金や住まいのこと
店(個人事
業者)

コロナ感染症対策の個人事業者支援の継続がない。既に一年前から今の状況が継 持続化給付金の複数回実施と、小口資金貸付制度の延長
続している中で、次なる支援が無ければ事業も生活も立ち行きません。個人で営 を！
む保険代理店は、人に面談出来ない状況にあっては、圧倒的に大手法人や会社直
営のそれとは違い死活なわけで、コロナ終息までの間は支援の政策を考えて頂き
たい。

1/8/2021 23:16:44 40代

男性

会社員

菅総理は、支援は医療従事者だけと言って、国民一律定額給付金の話しは、完全
スルーしてました‼ 無責任過ぎます‼ 国民も給付金を受ける権利はあると思い
ます‼ コロナでお金が無いから、犯罪を犯したり、死んだりするのです‼ 菅総
理は、国のトップとして分かってるのでしょうか？今のままでは、経済が悪くな
るだけです‼ 第１波と比べて、かなり感染者が拡大してます‼ 10万円じゃ無理
だと思います‼
解決策は、すぐさま国民一律定額給付金20万円を配布するべきです‼

お金や住まいのこと
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/8/2021 23:21:48 30代

女性

主婦

お金や住まいのこと

1/8/2021 23:28:36 50代

男性

会社経営 お金や住まいのこと

タイムスタンプ

年代

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

今回の緊急事態宣言は遅すぎます。
対応も、前回のような給付金はない、飲食店の方々にたいしても打ち切りなんで
すよね？
私たちは今までなんのために税金を払ってきたのでしょうか？
主人は仕事はあります、でも残業が0になり、毎月10万ほどマイナスで毎月貯金
を切り崩しやってきて先月やっと残業が始まったら緊急事態宣言で今月からまた
ありません。
貯金ももう底をつきます。
でも、会社は休みではなく、給料もギリギリ半分も減ってないので国が定めたコ
ロナ補償には当てはまりません。
せめてもっと苦しいだろう飲食店の方々に手厚い補償があるのかと思いきや打ち
切り。
何のために働いて、税金を払っているのか、涙が出ます。
子ども手当も厳しくなるそうですね。
歯をくいしばるのは国民だけですか？
我慢、耐えて、外出せず、会食せずは国民だけですか？
子供たちも部活も中止、大会も試合も全て中止です。今までがんばってきた分辛
いと思います。
今回の緊急事態宣言１ヶ月で収束しなかったら暮らしていけません。
海外からの入国もストップして全力でやっていただきたいです。
ツイッターいつも見ています。
玉木さんだけは信用できる方だと思っています。

時短による保証、飲食店だけでは意味が無い。
飲食店が休業・売り上げが減れば、当然取引業者の収入も減る。
そこには何の保証も無い。
議員の会食のルール化すらできない政治に、嫌気がさしている。
誰かと会う事・話をする事が必要なのは事実だろうが、何故食事とセットでなけ
ればいけないのか？単に面談・会議で良いはず。
4月の段階で不満を感じていたが、探りながらちょろちょろするから結果長期化
してしまう。長期化すれば体力が無くなる事業者は廃業に追い込まれるし、それ
を避けるためには要請に応じられない。
結局は真綿で首を絞めているに過ぎない。
一番大きな効果を得られる方法を短期間で集中的に行い、しっかり保証する。
今からでも方針転換して欲しい。

1/8/2021 23:32:41 40代

男性

お金や住まいのこと

シンプルに。一律でないにしろ、給付金の第二弾の有無。

「今のところ、国民への一律給付金は考えておりません」
でも良いので、ちゃんとした回答を得たい。毎度毎度、
「飲食の皆様、飲食の皆様」ばかりで、はっきりとした回
答がなされていません。
このコロナがたかだか１ヶ月で終息するはずがなく、じゃ
あ何の支援もない飲食以外の人間はどうすれば良いのか。
給付金などと言わずもう、見舞金が必要なほどの人災。こ
の人災においてまだ国民へのお願いを続けるのなら、ある
一定額・一定期間の生活支援がなされることこそ、最速且
つ最大の国からの誠意ではないだろうか。
そうでもなければ、終息など夢のまた夢。オリンピックな
ど大変な絵空事だ。
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タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

コロナに関して

コロナに間して、全てやることなす事遅すぎる。能力がな
さすぎる。全国民に対して一斉にPCR検査をする。陽性者
に対しては隔離する。徹底的にやる。そしてどこでも無料
で検査する。即日回答。
また国民に対しても100万くらい給付していい。私たちは
本当に我慢している。もう限界です。お金は刷ればいい。
医療者にたいしても同じです。一番危ない仕事をされてい
ます。一人200万くらいボーナス出してもいいのではない
でしょうか？？

参考にすべき著作や文献等

1/8/2021 23:38:48 30代

女性

お金や住まいのこと

1/8/2021 23:43:10 50代

男性

派遣社員 お金や住まいのこと
(無期雇
用)

休業扱い中で給与支給60%ですが実質手取り7万円前後。生活保護以下の給与で
す。同様の方は同業者に多々居ると思う。勤務者にも適用可能である緊急貸付制
度を充実していただけないでしょうか。欲を言えば生活保護程度まで補償、支援
する制度を設けていただきたいと思います。

1/8/2021 23:46:44 40代

男性

会社員

産業構造が変わっている今、単に雇用調整助成金で休業手当を支給するのは社会
にとっても個人にとってもお金と時間の無駄です。
その時間とお金をリカレント教育にあて、企業が業態転換する手助けや、個人が
転職できるようにしてください。ホワイトカラーの職種が多く、工業関係の職業
が減っている今、オンライン学習でも可能だと思います。日本は国民全体でITス
キルや金融の知識が極端に低いですし、プラグラミングや金融なども学べるはず
です。
玉木さんが困っている国民や経済を考えて補償を求める姿勢は素晴らしいと思う
のですが、単にお金だけをもらっていてもコロナ後に無職になるだけです。
生きていくために魚を与えて奴隷にするのではなく、釣りの仕方を教えて自立し
て生活できるようにしてください。

今の社会はインターネットの発展で国境もなく情報を入手
できるようになりました。しかし、現在においても物心つ
く前の幼児期から身についた価値観や家族や地域社会の影
響も大きく、文化的再生産が起きています。
松岡亮二先生の著書「教育格差」（ちくま新書）の調査に
もあるように再生産は起きています。
親の所得の影響を受けないように、子ども個人に大学院卒
業まで使える教育クーポンを2000万円程度マイナンバー
カードなどに紐づけて配布し、学習環境を実物給付し、学
習履歴なども使えるようにして欲しいです。リクルートの
スタディサプリなどアプリで勉強できるものなどは、自分
の学習時間など様々なものがグラフ化されて見えて、わか
りやすくできています。意欲が湧くようにゲーミフィケー
ションなども活用されています。
GIGAスクール構想が進んで全員が情報端末を持つように
なったら、全国、世界の小学生で交流して多様な価値観に
触れる機会を与えて欲しいです。簡単にできるはずです。
親にも多様な価値観に触れる機会を提供し、子どもの可能
性を信じられるようにして欲しいです。

1/8/2021 23:55:16 50代

男性

フリーラ お金や住まいのこと
ンサー

現金給付

コロナ渦において最も大きな問題だと思うのが、女性を中
心とした非正規雇用で働く方々が、解雇や雇い止めにより
収入源がなくなり、自ら命を絶つ確率がキュ上昇している
と言う現状だと思います。

お金や住まいのこと

元々彼女達は、本当に非正規雇用を望んでいたのか???と
言うことは別の議論でありますが、何れにせよ大きな問題
だと思います。
玉置代表がSNSを通じて述べているように、特措法を改正
し、補償と罰則を設けること、つまり、収入のいかんに関
わらず安心して感染拡大を防ぐ為に協力できるように、国
がしっかりとバックアップをし、その上で違反するものに
対しては、厳しく罰を与える、と言うことが必要だと思い
ます。
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あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/9/2021 0:20:27 30代

男性

インスト お金や住まいのこと
ラクター
(フリーラ
ンス)

持続型給付金の対象外でした。前年が会社員だったからという理由です。コロナ
の影響で売上は前年と比べると50%以下、さらには解雇され、家賃や公共料金等
の支払いが滞り、現状は派遣でその日の生活を凌いでいる状態です。私のように
会社員から転向して個人事業主になっている方も少なくないと思います。そう
いった方にも支援をしていただけないと苦しいです。

現在、派遣で統計調査の事務局スタッフをしていますが、
テレワークも出来ず、時差出勤や時短勤務等の指示も一切
ありません。就業先及びビルから感染者も出ていますが、
消毒のみ、気をつけてくださいとのアナウンスだけです。
国から法的に要請していただかないと、こういった企業は
出勤するしかなく、出勤者7割減も目指せないと思いま
す。どうにかしていただきたいです。

1/9/2021 0:24:46 40代

男性

会社経営 お金や住まいのこと

飲食店を利用したイベント企画

飲食店を利用するイベント企画会社(婚活イベント、プロ
ポーズ企画サポート)をしてますが、緊急事態宣言による飲
食店の時短営業に伴い、仕事帰りの立ち寄りイベントが開
催不可能になりました。
飲食店には補償が出ますが当方には出ません。
顧客からキャンセルの申し出が有りますが、個人の理由で
のキャンセルではない為、返金となります。収入源を断た
れました。
こんな悪魔のような不平等施策はない。
飲食店を利用しているのは個人だけではなく、飲食店を
使って商売をしている人もいる。

1/9/2021 0:30:43 50代

女性

舞台照明 お金や住まいのこと
スタッフ

私が属する業界は、コロナ禍の最初にやり玉に上がった。その日から今日まで、
状況はほとんど変わらない。
昨年二月に、翌月以降の受注案件が全て中止または延期になった。キャンセルに
伴う売上予測の減少額は、日に日に増えていく。
今回の緊急事態宣言を受けて飲食業界の方々が直面している状態は、私の居るエ
ンタメ業界のそれと同じだ。
一度の持続化給付金に救われはしたが、業界そのものが崩壊・縮小している。今
後、仕事は得られるのか、もし無ければどうやって生きていけばいいのか。
恐怖しかない。

仕事も生活も、自粛は限界。
政府は国民全員への経済的援助と、コロナ対策の道筋を立
てて説明をしてほしい。先が見えない、政府を信頼出来な
い、頼りに出来るものが何もない。

昨年からコロナで解雇又は離職した方への緊急資金援助

今までの収入に関わらず、１年程度の無利子無担保の貸付
け(あくまで貸付け)１人300万円程度、家族１人につきプラ
ス50万円上限500万円くらい1年後から利子(１%程度)発
生、返済期間１０年程度とかして欲しい。
失業しても住民税、年金保険料、健康保険料等が発生し、
生活再建の足枷になるので。
社会保険料免除するか、貸付けして代わりに優先的に回収
するかして、きちんと再就職活動出来る環境を整えてほし
い。
再就職しても収入激減で精神衛生上良くないので、その辺
を幅広く救って欲しい。
貸付けなら、あまりコストも発生し無いで多くを救えると
思います。

1/9/2021 1:50:36 40代

男性

会社員

お金や住まいのこと
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参考にすべき著作や文献等

積極的に自粛をすれば生活は破綻する。このような状況で
誰が自粛を良しとするだろうか。
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性別

ご職業

女性

衛生サー お金や住まいのこと
ビス

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

行政職員が感染するような行動はいかがなものか。

飲食店店主には対策がこうじられて働いて居る従業員は無
関心はあってはならないです。

参考にすべき著作や文献等

会食だの陽性者が隔離期間中に移動だのすみませんで済ませたら右に習うは当た
り前です。だから感染拡大するのです。
社会を構成しているのは店主一人では無い。去年2月以前
の給与より下がった証明があれば補償はあって当然。理由
どんな利権やら天下りがあるか知らんけどGoーtoは明らかな愚策でしょう。
は政府の愚策が新型コロナウィルスをばら撒いたから責任
一時期ありがたいと言っていた方々も今後どん底ですよ、いつまで続くかわかり は重いですよ。
ません。
政府の付けを何故一番税金を納めている人間が払わなけれ
ばならないのか、よく考えてほしい。
上が変われば下は付いて来る。
少子化だの高齢者福祉は後回し、先ずは基盤を作らないと
何より感染拡大を抑えて日常を取り戻すには再度全国民に一時給付金を出す必要 崩壊します。
もある。諸外国を見習ってほしい。
国民全員に生活保護が出せるなら構わない。誰も働かない!
当然私も働かない。
日本人は働く事を誇りに出来る人種です。よく考えてほし
い。

1/9/2021 2:04:16 30代

男性

フリー
ター

お金や住まいのこと

家賃支援金と一律10万給付金あとは外国人の一時入国禁止をしてほしいです。

1/9/2021 2:10:39 20代

男性

学生

お金や住まいのこと

経済政策

1/9/2021 2:35:06 40代

男性

無職

お金や住まいのこと

ここ数年与党もダメですが野党もただ与党の足を引っ張る
だけの印象です
まともな野党は国民民主しかいないと思っているので頑
張ってください期待してます

上越零細連の主張の通り中小・零細企業、個人事業主に
http://reisairen.net/prop
とって逼迫した状況となっている。
osal_macro_20200504
雇用も悪化しこのままで家計負担も益々大きくなり、自殺 _02/
者も出てくることになりかねない。
その為国民民主党が主張する事業者支援＋家系支援政策の
両方を徹底しなければならない。
事業者支援についは、国民民主党が主張するように持続化
給付金の拡充、日本版PPPは実現すべきだし、失業保険や
雇用調整助成金の更なる要件緩和や期間延長も求めるべき
である。
これらの窓口は地方自治体だけでなく、政府系金融機関や
地方銀行なども一体となって行い迅速に給付、補償を実現
すべきである。
家計支援については、貧困層に対してさらなる支援という
方向性については同意するがやり方には賛同しかねる。
所得税の還付というやり方では、所得のない方々には給付
が届かず審査という時間もかかってしまう。
なので、3月、玉木さんが提言したように同様に全ての国
民に対して一律10万円給付を再度求める。
そして、貧困層の方々に対しては支援を手厚くし、一律30
万円の給付も必要だと考える。ここでいう貧困層は相対的
貧困層も含むこととする。
家計支援には更なる負担となる社会保険料の減免や消費税
の減税廃止も含む。
授業料、奨学金で苦しむ学生、或いは社会人に対しても支
国民が皆んな困っていると思うので、是非国民に一律で20万~30万を一律給付し 次の選挙では是非国民民主党に投票させて頂きます。玉木
て、安心した生活を送らせて頂きたいです。
さんには是非総理大臣になって頂きたいです。
雇用 貧困
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あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

女性

主婦

お金や住まいのこと

一律給付金

コロナで夫が失業して、借りれるお金は借りても本当に足
りない。
所持金も底をついています。
書いても叶わないかもしれないと思っているけど、毎日毎
日総理の言葉を聞いて悲しくて悲しくて仕方ありません。
総理もそうだけど、周りの政治家も本気では国民の心配な
んてしてないんじゃないかと思っています。

参考にすべき著作や文献等

玉木さんも本当に国民を気遣ってくださるなら本気で訴え
てください。
パフォーマンスでやってるなら、余計国民を傷つけてしま
うことを理解してほしいです。
私も今まで政治に無関心で選挙に行かなかったことを後悔
しています。
次回からは必ず行きます。
一律給付金をして自粛できるように補償をしてほしいと切
実に願っています。よろしくお願いします！

1/9/2021 3:16:13 20代

女性

1/9/2021 3:34:21 30代

無回答 サービス お金や住まいのこと
業
女性
主婦
お金や住まいのこと

1/9/2021 5:25:55 30代

主婦

お金や住まいのこと

一律給付金

家族6人(子供4人)食べて行けません。頼るところもありま
せん。家賃光熱費払えません。助けてください。
総合支援金再延長をお願い致します。持続化給付金もお願
い致します。
ただでさえ給料が少なく小さい子がいるのに、コロナで先
が見えない。はやく給付金を配ってほしい。麻生さんが貯
蓄にまわしたというが、地方は車がなきゃ生きれないため
車の税に消えた。お金持ちには一般庶民の気持ちがわから
ないのかと、、。

お金
若者の給料の少なさ
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1/9/2021 5:31:15 30代

性別

ご職業

男性

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

お金や住まいのこと

１．減税について

上のカテゴリとは関係ないですが私は本気で国民民主党に
政権を取ってほしいと願っています、今の国民民主党は若
者向けの政策など特に力を入れていますが現役世代に向け
た政策にもっと力を入れるべきです、なぜれいわ新選組が
徐々に支持率を伸ばしていっているのか・・・それは今ま
で蔑ろにされていたロスジェネや必死で働いても貯蓄すら
ままならない層に響いたからでしょう
ですが左派色の強いれいわでは限界があると思います。
ですから国民民主党はれいわを食ってしまうレベルの財政
政策で戦ってほしいと思います。反緊縮右派、穏健保守を
取り込んで強い党を目指してほしいです。
今はイデオロギーだけではなく緊縮かそうでないかも重要
なポジションですし反緊縮右派はぽっかり空いています。
なぜ私が国民民主党に期待するかと言えば維新にはそれが
無理だからですれいわでも維新にも期待出来てない層を
ガッツリ掴んでくださいね！
現役世代が豊かにならなければ結局のところ若い世代は幸
せになれません

コロナ以前より続く消費マインドの低下とデフレについて
コロナ以前より消費減税が必要だと感じていましたがコロナで更に経済と消費マ
インドの低下が深刻だなと感じています。
時限的な減税は確かに効果はあると思いますが例えば時限的に０その後は経済を
見ながら３％あたりから調整するのが良いのでは無いかなと考えます。
国民民主党の議員さんはMMTについて懐疑的な人が多いのは理解しています
し、MMTを語らずとも良いですが長期国債や永久債で何も問題ないという事は
理解してるはずです。
豊かな国というのはお金というデータではなく物やサービスを自国内で安定して
供給できる事だと思うのですが将来へのツケなどという間違った認識を捨ててほ
しいです。
２. 財務省の解体と歳入歳出で分ける
省庁のパワーバランスの為にも切り分けた方が良いのでは？と思います。
3.

参考にすべき著作や文献等

PB黒字化目標の撤廃

無意味な目標どころか国民を害する目標でしょうこれは・・・

1/9/2021 5:43:56 30代

女性

パート

お金や住まいのこと

特別定額給付金について、、2回目の実施をお願いします

1/9/2021 6:13:26 50代

男性

画家

お金や住まいのこと

2021年4月から9月までに支払われた全ての現金給付金等を2022年の春から夏ま
で続くと言われていますコロナと異変種に対して、6ヶ月単位で継続して全て現
金給付金を基本にした充分なコロナ国債と補正予算で4月からの第2ステージ以降
も国民や事業者を支援し続ける事が大切だと考えます。経済対策と感染対策のバ
ランスと早めに出す緊急事態宣言、幅広い職種を充分な補償で支援する内容を柱
とする特措法改正等、医療体制を第一に考えて緊急小口や特別給付と家賃支援給
付も延長する。持続化給付金と特別定額給付金も継続支援し続ける。そして、国
民に事前に説明をして暮らしといのちを国は責任持って守るとメッセージを送り
安心してもらう。低所得者や路上生活者、年金生活者、シングルマザー等の生活
困窮者から守る。地域のコミュニティを守る小売り業や商店等の街の明かりを消
さない事か大切です。緊急事態宣言も早めに全国に出す。これを何回か繰り返す
しかありません。タクシー運転手の方々等にもしっかりとした充分な支援が必要
です。治安悪化や暴動、振り込め詐欺、閉店、倒産、餓死、破産、感染死亡者よ
りも多い自殺者等を出さない総合政策が必要です。共産党さんの救済窓口を各政
党が全国に作る。何卒宜しくお願い致します。
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コロナが流行って、春に一回目の特別定額給付金が出まし
た。それっきりで、私たちの生活は不安定なものです。ひ
とり親家庭ですが、２回目の支援を行ってくれましたが、
5万では、全然足りません…前回と同じく最低10万は欲し
かったです、、そして、コロナの影響で収入が減り、生活
もとても大変です。どうか2回目の特別定額給付金を実施
してください。多くの人がのぞんでいます、、
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性別

ご職業

1/9/2021 7:09:26 40代

女性

職探し中 お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

今回の緊急事態宣言、発出する事が当然な状況だと思いますし、遅い判断だとも
思います。
本当に飲食店だけが標的となるやり方で良いのかは疑問です。
更に私の家庭には高齢者が2人、内1人は障がい者です。更に私の息子も基礎疾患
を患っていて自宅療養をしながら自宅でみています。
その為、辞めたくなかった仕事も感染防止の為、辞めざるを得なく昨年12月で退
社しました。
それでも生活があるので年明けから感染を極力防げるような仕事を探そうと思っ
てた矢先に2回目の緊急事態宣言。
特例の緊急小口支援も総合支援資金も既に昨年の緊急事態宣言が出た時にお借り
していて、1度借りた人は再度借りる事が出来ない事になっている為、利用する
事も出来ず、事業主だけを助ければ良いのでしょうか。
国民の1人、1人が大変な思いをして生活と向き合ってるのではないでしょうか。
宣言だけして定額給付金もない、緊急小口支援も総合支援資金も1世帯1回のみで
はどうやって生き続ければ宜しいのでしょうか。
事業主を守り、そこで尽力してる方々を守る、雇用を守るのは当然の事でありま
す。
ただ他にも国民が大勢居ます。
指摘された業種以外にも必死に生活と戦ってる国民が大勢居ます。
国民1人1人が安心して生活…生きて行けるように、これ以上の自殺者が出る事が
ないようにして頂けないでしょうか。

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1/9/2021 8:04:39 50代

男性

営業

お金や住まいのこと

今の処、解決策が見当たらない。

菅内閣や自民公明両党が国民を守ろうとしているとはとて
も思えない。しかし、これに代わる野党が無い。国民は哀
れだ。せめて玉木さんが、立憲民主党との合流の時「筋を
通した」のだから国民民主党には本当に頑張ってほしい。
期待している。

1/9/2021 8:11:34 30代

女性

無職

お金や住まいのこと

金銭問題

私はシングルマザーなのですが、実家に住んでいます。コ
ロナで仕事が無くなり、収入もありません。お金があるわ
けでないので実家に住んでいます。生計は別ですが、扶養
義務者の収入で児童扶養手当すらもストップ…
コロナで仕事もない…何故扶養義務者の収入も見られるの
か不思議です。扶養義務者の人も生活がかかっています。
私も子供達もいて、このご時世で収入すらもなく、唯一頼
みの綱の児童扶養手当すらもとめられては生活もできない
です。助けて下さい。養育費すらも払わない相手はのうの
うと暮らしていて、育てるがわが苦しむ国です…。税金と
かは直ぐに払えとかきますが…働けないのに払えばかり…
頼みの綱すらもとめられて、どーすればいいんですか？

1/9/2021 9:26:46 30代

男性

団体職員 お金や住まいのこと

税金が重いので、消費税および自動車税の税率を下げていただきたいです。

税金下げろ、規制をなくせ 日本経済復活の処方箋 (光文社
新書)
https://www.amazon.co.jp/dp/4334045030/ref=cm_sw_r_c
p_api_fabc_1Gp-FbK204E6N

1/9/2021 9:35:03 30代

男性

お金や住まいのこと

飲食業の支援で提案です。飲食業は時短営業で売り上げ減
福祉業に従事しています。緊急事態宣言も休む事出来ません。慰労金の再支給を 確実です。
お願いしたいです。
GOTOイートは良い政策だったと思います。
これからはテイクアウトの売り上げが、店の存続を左右す
ると思うので、GOTOテイクアウトといった政策を導入提
案します。そうすればテイクアウトを促進できると思いま
す。
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

1/9/2021 10:39:56 50代

男性

派遣

お金や住まいのこと

低所得者や生活困窮者への手厚い支援が必要だと思います。

1/9/2021 11:06:06 20代

男性

銀行員

お金や住まいのこと

1/9/2021 11:09:37 40代

男性

自営業
お金や住まいのこと
（映像制
作）

1/9/2021 11:33:35 50代

女性

団体職員 お金や住まいのこと

飲食業、旅行業ばかりが取り上げられているが、それ以外にもコロナの影響を多 主人は営業職ですが、今は人と会って話す事自体が難し
大に受けている業種もある。
く、収入が半減して生活が困窮しています。gotoに国のお
金を使っても恩恵にあずかれるのは、少しでも生活に余裕
がある人達と思われます。再度の国の全国民に対する定額
給付金の支給をお願いしたいと思います。どうぞよろしく
お願いします。

1/9/2021 12:00:11 30代

男性

公務員

既に主張されていることも存じていますが、２度目の緊急事態宣言の発出をした
以上、定額の協力金の支給ではなく、粗利益の保障を徹底して行うことや定額給
付金の再給等、全ての国民を救うための政策をとって頂きたい。
また、地方自治体は国とは違い、国債を発行し通貨発行をすることが出来ないた
め、どうしても財源に限りが出てしまう。コロナ対策の臨時交付金の増額や継続
はもちろんのこと、使途の限定されない歳入となる普通交付税のより一層の増額
についても訴えて頂きたい。

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

お世話になります。こういう場を作っていただきありがと
うございます。私が思っている事は、低所得者や生活困窮
コロナ収束まで何度かの給付をしたらいいと思います。
者への支援です。私は一回目の緊急事態宣言で仕事を失
い、その後派遣で、日雇いのような仕事しか見つからず、
なんとかしのいでいる状況です。二回目の緊急事態宣言が
発出された今でも、私は神奈川県に住んでいますので川崎
や鶴見といった人混みの多い現場へ満員電車に乗り、妻と
二人で子供達を守る為、働きに出ている状況です。家に巣
籠もり自粛できる蓄えもありません。いつ感染するかびく
びくしながら働くのは本当に地獄です。菅政権ではこれだ
けひどい状況で私達のような人間には何もしてもらえませ
ん。金のない者は死ねという事だと思います。今一緒に働
いている人達もみな口を揃えて言っています。安部政権の
時の方がまだ光熱費や携帯の支払い延長をすぐやってくれ
たり、定額給付金を出してくれたりして、なんとかしのぐ
事ができましたが、今は何の対策もされないので、みんな
命を断つ事を考える人が沢山います。私達も同じです。し
かし子供達の事を考えるとそれはできません。役所に相談
にいけばすぐ生活保護を進めてきます。だけどそれだけは
したくない、子供達につらい思いをさせたくないから頑
張っているんです。だけどもう限界かもしれません。なん
とか私達のような人達を支援してほしいです。一人親世帯
に支援があった事はよかったですが、困っているのは一人
親世帯だけではありません。生活に困窮している人は国が
財政破綻論に縛られ、飲食業など支援が必要な業種に対して粗利補償が行われて 思ってるよりも沢山いるのが現状です。これだけ長い期間
いないこと。
コロナの自粛要請によって仕事が激減し、減収が著しい。持続化給付金の第二弾
検討との報道に期待したが管総理は否定的。生きる糧がない。飲食店以外への補
償、給付を必要としている国民は極めて多い。補償無き自粛要請は国民を自死に
追いやる愚策と知って欲しい。

37 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/9/2021 12:37:15 40代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

男性

自営業

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

【1】個人事業主へ「持続過給付金等の補償を再度」お願いします。
菅総理は飲食への自粛と補償をセットで検討。とのこと。しかし、そもそもが、
生活必需品外の個人消費が落ち込んでいる。趣味、嗜好品を買おうとしなくなっ
ています。その上、小売業の商材によっては消毒すらできません（具体的には楽
器や音響機材等）。その面においても来店、通販購入を躊躇う方もいます。コロ
ナ収束するまでの間は昨年同様の持続化給付金(等)の実施をお願いします。
また、
【2】公庫や金融機関「(通称)コロナ融資」継続をお願いします。昨年よりも本
年のほうが影響が出始めた業種も多くあり、今年資金が必要になった業種もある
ので手続き含めできるだけ迅速に対応いただけるとありがたいです。
これまでまともに商売を続け、まともに納税してきたまっとうな自営業者のこと
も考えていただけると幸いです。

1/9/2021 13:30:09 50代

女性

自営業

お金や住まいのこと

ハワイへ留学関係の会社を経営していますが、コロナウイルス感染症が発生し
て、昨年の3月から、飛行機も飛んでいなく、ハワイもロックダウンで入国でき
ず、売上0で収入も0で現在に至ります。
個人で短期のバイトなどで収入を得ようとしても、年齢の問題、親の介護が有る
ので、外で働くのも感染を考えると難しい。先々考えるといつまでこの状況が続
くのか？緊急事態宣言が出ても、飲食以外は補償が出ない状況を、再度検討して
頂きたい。周りの中小企業も切迫詰まっている状況、自営業、個人経営者にも
フェアーに補償がでる様にして頂きたいと思っています。

1/9/2021 13:54:18 50代

男性

会社経営 お金や住まいのこと
自動車販
売業

対策としての緊急融資に関して。
昨今の国内政治において、多少なりとも国民目線を持った提言が多いと感じてお
り、SNSなどを通じて情報収集させていただいております。
その中で、緊急対策的に「特別融資」などの話になると、途端にため息が出ま
す。
と言いますのは、融資という形では、本当にお金が必要が借りられないという現
実があるからです。
私は小さな中古車販売会社を経営していますが、コロナ騒ぎが始まる少し前の18
年11月に、金融機関からの借入に対して返済の見直し（リスケ）をしてしまった
のです。
資金繰りに窮した要因も明確でしたし、再建計画も妥当と各金融機関には判断し
ていただけたので、新しい返済計画のもと再建に取り掛かりました。
そこでの昨春からのコロナ騒ぎです。情勢は再建計画立案時と変わってしまいま
した。
売上も激減した事により持続化給付金などの、給付型資金援助は受けることがで
きました。そのお陰で乗り越えられたのも事実です。
しかし、やはりここまで大きく環境が変わると、資金はいくらあっても足りない
くらいです。
特に業種の特徴として、先行して商品を揃えない限り売上が立たない事がありま
す。
そのような時に、融資制度ではダメなんです。
全て門前払いなんです。
18年11月にリスケしたばっかりに、融資の審査の土俵にも上がれないのです。
メインの信用金庫だけではありません。
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タイムスタンプ

年代

1/9/2021 14:11:25 40代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

性別

ご職業

女性

自営業
お金や住まいのこと
(アーティ
スト)

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

今回の一都三県における、緊急事態宣言・水際対策並びに今後の支援策につい
て。

国民民主党様

参考にすべき著作や文献等

初めまして、東京都で自営業(アーティスト)をしている者
です。国民民主党を応援し、玉木代表のTwitterをいつも拝
見している者です。
感じている課題は、此だけ感染が拡がり一回目の緊急事態
宣言でコロナを食い止める事が出来なかった…1年という
時間が経過してしまった…という事に関しましては「国民
への負担」が計り知れない実情。
今回の緊急事態宣言に置かれましては感染経路から「飲食
店」を中心にとの事ですが、補償金に置きましても一律金
額ではなく「店舗規模、従業員数」においての算出が妥当
かと。店主1人で営む店舗と同じでは、店舗営業者の間で
不平が生じるのではないかと。ならばと休業にし雇用補償
に切り替えている店舗のお話しも巷では聞きます。
次に、水際対策…来月の中国「春節」前に緊急事態宣言の
解除では…又同じ事の繰り返しにならないか？と。
前回の緊急事態宣言より、今回は状況が悪いにも関わら
ず、全種に対する「補償」提示がなされていません。

1/9/2021 14:12:53 40代

女性

自営業
お金や住まいのこと
(アーティ
スト)

今回の一都三県における、緊急事態宣言・水際対策並びに今後の支援策につい
て。

大企業や、雇用助成で遣り繰りできる中小企業ならまだよ
国民民主党様
初めまして、東京都で自営業(アーティスト)をしている者
です。国民民主党を応援し、玉木代表のTwitterをいつも拝
見している者です。
感じている課題は、此だけ感染が拡がり一回目の緊急事態
宣言でコロナを食い止める事が出来なかった…1年という
時間が経過してしまった…という事に関しましては「国民
への負担」が計り知れない実情。
今回の緊急事態宣言に置かれましては感染経路から「飲食
店」を中心にとの事ですが、補償金に置きましても一律金
額ではなく「店舗規模、従業員数」においての算出が妥当
かと。店主1人で営む店舗と同じでは、店舗営業者の間で
不平が生じるのではないかと。ならばと休業にし雇用補償
に切り替えている店舗のお話しも巷では聞きます。
次に、水際対策…来月の中国「春節」前に緊急事態宣言の
解除では…又同じ事の繰り返しにならないか？と。
前回の緊急事態宣言より、今回は状況が悪いにも関わら
ず、全種に対する「補償」提示がなされていません。

1/9/2021 15:05:41 20代

男性

法科大学 お金や住まいのこと
院生

10万円給付をこの前同様の手法で打ち出すべきです。今のわが党案だと一般人に 大企業や、雇用助成で遣り繰りできる中小企業ならまだよ
わかりづらく給付までに時間がかかるので、明確に一律10万円給付と打ち出して
ほしいです。また、経済の落ち込みは加速するはずなので、補正予算規模をもっ
と大きくしていただきたいです。
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タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

1/9/2021 15:11:49 30代

男性

個人事業 お金や住まいのこと
主
（ミュー
ジシャ
ン）

一時金支給とのニュースを見ましたが、中小が数十万円、個人がその半分
このような額でどうしろというのでしょうか？
また昨年の一月か二月から今年同月が50%減が条件とのことですが、昨年はすで
にコロナ禍の影響を受けていたため対象にならない人が多く出ると思います。
自分は緊急事態宣言に伴い3月までの仕事が全キャンセルになりました。
本当に苦しい状態です。
1人でも多くの人が助かる額、スピードでの支援をお願い致します。

1/9/2021 15:36:34 30代

男性

会社員

財務省の緊縮財政

1/9/2021 15:43:02 20代

男性

アルバイ お金や住まいのこと
ト

お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

国民が財政的に困っているのに、財務省が緊縮財政をする
のはおかしい。財務省が栄えて日本が衰退しては意味がな
い、早急に財政出動して欲しい。

■毎月一律10万円程度の現金給付を行うことで、生活を直接保障すること、消費 ■御党に是非とも取り組んで頂きたい事
を促して経済を支える政策が必要と考えます。
・ベーシックインカム導入を軸に、生活を直接保障する政
昨年に特別定額給付金として一度だけ10万円給付がなされましたが、私自身の使 策
い道の大半は国民年金保険料の納付に消えました。
・プライマリーバランスといった収支黒字目標を撤廃し、
御党が再度10万円の追加給付を政府に訴えかけ続けていることに関しては感謝し インフレ率（2%程度）を基準とした反緊縮財政政策
ておりますが、一回や二回きりの現金給付を行うだけでは生活保障や消費促進を
行うには足りないと考えます。
少なくとも新型コロナウイルスが収束するまでの間は定期的な現金給付政策を行
う事を望んでおります。
主な財源としては新規国債の発行になると思いますが、日本は自国通貨建てで国
債を発行しておりますので、国債残高の膨張によって財政破綻する心配はありま
せん。
一方、留意しなければならないのはインフレ率の急上昇ですが、毎月10万円給付
を4年ほど行い続けてもインフレ率2%にすら到達しないことが、れいわ新選組の
山本太郎代表が行ったシミュレーション結果によって判明しております。
※参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=xiM6JLBlk5I
定期的な現金給付をして頂ければ私や家族の生活が助かるのはもちろん、時短営
業要請に苦しまれている方、失業した方、収入が減少した方に対しても生活を支
えることにも繋がると思いますので、ぜひご検討のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
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年代

1/9/2021 15:51:22 40代

性別

ご職業

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

コロナの対応を早くインフルエンザと同等まで下げ、軽症の方はかかりつけ医や
近くの病院で診察してもらえるようにして(病院やホテルなどへの隔離無し）、
重症の方は医療機器が揃った病院へ速やかに移れるようにして下さい。
一年近く経って、重症化しやすい人は基礎疾患がある人や免疫が落ちている高齢
者とわかってきたはずです。
子供の死亡者は0です。
（若い方や健康な方でも死ぬ恐れがあると言う人がいますが、それはどんな病気
でもあり得ます）
重症化しやすい方達に予防対策を徹底してもらうか出来るだけ自粛してもらい、
健康な方や若い方達には予防対策をしっかりした上で通常通りの生活を送っても
らい経済を動かすのが良いのではないでしょうか？
欧米でのロックダウンの効果は無かったという結果も出ています。
マスクは他人に飛沫を飛ばすのを防ぐ事はできでも、ウイルスはマスクの網目よ
りも遥かに小さいため素通りします。
マスクは症状のある人のみにしてもらい、健康な他の方には免疫を上げる方法を
繰り返しアナウンスしてほしいです。
現在はありがたいことに私は生活に困ってはいませんが、これ以上日本の経済が
悪化していくのを見るのは耐えられませんし、いつか生活できなくなるかもしれ
ないと思うと怖くて仕方ありません。
それ以上に、若い世代の自殺が増えるのも少子化の加速も心配です。
どうかコロナを極端に恐れるだけじゃなく、適切に恐れてバランスの取れた対策
をお願い致します。

1/9/2021 15:51:52 20代

男性

大学院生 お金や住まいのこと

1/9/2021 16:31:15 40代

女性

会社員

1/9/2021 17:22:00 50代

男性

個人事業 お金や住まいのこと
主

お金や住まいのこと

アルバイトの機会が減少し、生活するのが苦しい。追加の特別定額給付金の支給
を強く望みます。
一律定額給付金
全国に緊急事態宣言をだすべきです。それと一律定額給付
金もです。国民の声を聞かない首相に何の意味があります
か？
仕事が激減して苦しい
予備費があるならせめて給付金を複数回続けてほしい
海外からのザル入国をやめさせてほしい
2類から5類に変更させるべき

1/9/2021 17:23:21 40代

女性

主婦

お金や住まいのこと

昨春の緊急事態宣言の頃から収入減と賞与カットにより昨年の世帯収入は1/4程
度減りました。
住宅ローンや税金固定費は減らないため、食費等の生活費を切り詰めておりまし
たが、正直厳しいです。
しかし、それでも低所得世帯には当てはまらず、個人事業主でも無いため、ほと
んど補償がないまま我慢だけを強いられる生活をしております。
所得が減った世帯からの申請により給付金を受け取れるような仕組みがあったら
嬉しいです。
年末調整後の確定申告で、もらい過ぎていた場合は返金等の対応ではできないの
でしょうか？
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タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1/9/2021 17:55:56 20代

女性

お金や住まいのこと

1/9/2021 18:22:09 30代

男性

トラック お金や住まいのこと
運転手

お金配れる政府は何故配らない？
解決策 給付金として2年3年一定の額を配る

ロスジェネでずっとまともにアホみたいに働いてきたので
ずっとお金無いです 後の世代にこの状態を回したくない
ので一刻も早く金配る簡単な事してください
自殺者出してテレビやYouTubeで笑ってる政治家見てると
怒りしか込み上げてきません
真面目に働いて生きてる人が金で死ぬんほどアホらしい事
ないです

1/9/2021 19:00:55 30代

女性

主婦

定額給付金2回目がなぜ出ないか

他の国は先を見て対策し、自粛する場合定額給付金など何
かしらの保証付けてお願いしているのに関わらず、こない
だの菅総理の定額給付金に対してのスルーは如何なもんで
しょう？
若者に出歩くな、皆で気をつけよう、違反したら晒す罰
則、でも定額給付金は出さない…おかしくないですか？総
理はこないだ集団で食事会されて謝られてましたけど、も
ちろん罰則ありますよね？
この国大丈夫ですか？毎日自殺者増えて人身事故や強盗も
増え治安悪くなってきてますよ。

お金や住まいのこと

昨年より夫の海外転勤により、海外に在住しており、今年帰国予定です。海外滞
在期間中、滞在地でもコロナが広がり、今も生活の制約が更に大きくなっていま
す。また、日本でのコロナ感染拡大を見るにつけ、帰国後の生活の再セットアッ
プなどに不安を感じます。
昨年の1人あたり10万円の給付について、海外に住む日本人は受け取りができま
せんでした。これまできちんと日本人として国内で納税してきて、これからもそ
うであるにも関わらず、一時的な居住地のみで除外されたことを非常に残念に感
じます。当時、対象とする動きがあると報道されていましたが、その後全く動き
はないようです。
今回、再給付があるようなら尚更、海外に住む日本人にも目を向けていただけな
いでしょうか？よろしくお願いします。

安倍さんのが本当に早かったし定額給付金出し惜しみしな
かった。菅総理は、総理なる前は必要なら出すと言いなが
ら、やっぱり嘘つきなんですね。
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1/9/2021 19:03:07 40代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

性別

ご職業

女性

銀座 飲食 お金や住まいのこと
業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

＃金急事態宣言

参考にすべき著作や文献等

✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――
私くしは銀座でダブルワークしております。
夜は会員制のBARで今まで何とか耐えて
生き延びて来ましたが〜
この緊急事態宣言で夜の銀座は大打撃❗
１か月の休業です、、、
給付金、総合支援金再延長制度も直ぐに期待出来ず！
来月までの現金も底を突いてしまいます。
生き延びるための給付金お願いします❗❗
店舗への補償があっても、、
個人への補償(給付金)が無ければ
生き延びられません！！！
どうか、どうか、助けて下さい！
(( _ _ ))

1/9/2021 19:45:25 30代

女性

派遣社員 お金や住まいのこと

1/9/2021 20:41:58 40代

女性

お金や住まいのこと

1/9/2021 21:13:33 20代

女性

専業主婦 お金や住まいのこと

職場が密な環境なこと。コロナ感染が怖いが働かなければ生きていけず貯金もな 基礎疾患のある身としては、仕事に行くのも怖い。職場は
いこと。
密な環境で、テレワークが出来る状況でもない。独身ひと
り暮らしの為、生活の為に仕事を辞めるわけにも行かな
い。心理面でかなり限界を感じている。
追加の一律給付金２０万円が一日も早く実現するようご尽力よろしくお願いしま
す。年金受給者の方には給付しないなどの選別なく全国民一律での給付が必要だ
と思います。よろしくお願いします。
定額給付金を出さない限り緊急事態宣言の意味はない。お金がなくて働かなきゃ 専業主婦で子供2人います。
行けないのに出さないならコロナは減りません
緊急事態宣言が出されましたがお金がないのに家にいろ、
外に出るなはとても無理があると思います
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

1/9/2021 21:14:11 40代

男性

会社員

お金や住まいのこと

家賃保証・持続化給付金の打ち切り阻止と補償拡大

1/9/2021 21:32:36 30代

男性

会社員

お金や住まいのこと

タイムスタンプ

年代

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

玉木さんが発言した「浮き輪なしに冷たい海の中に放り込
まれるようなもの」という大きな危機感に強く賛同致しま
す。しかしながら政府与党だけでなく会見での記者から全
くそのことに触れなかったようにメディアや市民の反応も
非常に鈍いように感じています。感染者が拡大している
中、支援・補償を拡大ではなく打ち切るという、常軌を逸
した政府の対応を一刻も早く改めさせ、更なる支援・補償
の拡大に転じさせなければなりません。
常に市民の目線を重視し、先取りする国民民主党の提言や
取り組みは非常に有効かつ理想的なものと思っておりま
す。が、この補償打ち切りや緊急事態宣言については「私
たちの党は以前から提言していた」だけで済ましては絶対
にいけない案件です。だからこそありとあらゆる手を使っ
て提言される政策を実現させなければなりません。
16名の国会議員の力だけでははっきりいって難しいと思い
ます。自ら発するSNSやネットなどの発言だけでなく、地
べたに根付いた街宣活動や、与党野党に限らず賛同してく
れそうな議員や有識者・専門家・メディアや市民の総ての
力を総動員して実現させてほしいと思います。
私自身は政府与党へ意見・抗議を続け、SNSや知人へも直
接政府へ意見するよう訴え続けたいと思います。市民の意
見・抗議が数多く集まることも政府の政策を改めさせる大
きな力の一つになると思っています。
ぜひ多くの力を総動員して国民・住民が安心安全に生活で
きる暮らしを実現できれば幸いです。
①飲食店の支援金については、規模の大小にかかわらず一律のため、小さいお 玉木代表、国民民主党の皆様、コロナ下においていろいろ
店は過大な利益を得、大きなお店は焼け石に水であり、公平性が保たれないので な提言をして頂きありがとうございます。与党の対応が遅
はないか。持続化給付金のように前年の売上又は粗利に応じて補償額を決める方 い中で、政策の実現には時間がかかりますが、皆様の活動
が公平なのではないか。
を支持する国民も増えると思います。これからもどうぞよ
②①の審査に時間がかかると与党が言う場合は、余裕のある公務員を審査に従 ろしくお願いします。また私の投票区は福岡６区ですが、
事させることや氷河期世代、2021年卒業者等で公務員を大幅に増員することで 現職以外に目立った候補がいないようです。次回の衆院選
雇用と審査時間の解決ができるのではないか。
ではぜひ国民民主党からの立候補者をたてていただけると
③首都圏以外でも残業時間の減少や解雇で収入が減っている人が多いと思われ うれしいです。
るため、追加の定額給付金は必要ではないか。所得税のみを課税にすれば高額所
得者と低所得者の公平性も担保できるのではないか。
④消費税、固定資産税、社会保険料、復興源泉所得税については、収入が減っ
ている中で負担が大きい人が多いと思われる。ある程度の減免は必要ではない
か。
⑤首都圏の人口密度が高すぎるため、首都圏に何かあるとすぐに全国に波及し
てしまう。コロナ後を見据えて、地方のインフラ整備、首都圏から地方への移住
者の税減免、引っ越し費用の補助について計画を進めべきではないか。
⑥玉木代表等の発言について報道するメデイアが少ないように感じる。新聞へ
の広報等で正しい情報が国民に届くような状況が必要かと思う（与党、財務省か
らの圧力があるのかもしれないが）
箇条書きで申し訳ありません。少しでもいい政策が実現されることを祈っており
ます。

1/9/2021 22:29:55 20代

無回答 大学生

お金や住まいのこと

一律給付金の要望をします。飲食店が経営難で解雇され、今ではコールセンター
で働いているのですが、都内まで電車で通うこともセンター内で働くのもコロナ
ウイルスが怖くて困っています。罹らないようにしているのに電車や都内への通
勤をしないと生活ができず、それなのにリスクが大きすぎるため、再度の一律給
付金が必要です。貧困の人は自粛をすることもできません。何卒宜しくお願い致
します。
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ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/9/2021 22:35:50 30代

女性

なし

お金や住まいのこと

「店が自粛に応じなければ罰金50万」が理解できないし「補償金は一店舗につき
6万」も理解できない。
店が自粛に応じても1店舗6万だとか足りるわけがない。店の維持費、材料費、人
件費、まとめて一ヶ月にどのくらいかかるかはその店によって違うはずなのに一
店舗6万はおかしい。まず少なすぎる。足りない。
そして、補償金が飲食業だけに出されるのがおかしい。娯楽施設はどうする。自
粛しないと補償金でない上に罰金とられるんですかね？それだったらその経営者
や従業員はどうやって暮らしていけばよいのか。

1/9/2021 22:41:36 20代

女性

介護士

お金や住まいのこと

1/9/2021 23:51:13 40代

無回答

緊急事態宣言がでても一律給付金はないのか、また前回の10万円は助かりました 私は子供をもつ緊急事態宣言が出た地域に住んでいる介護
が以降の給付金は無く貯金を切り崩して生活してきましたが貯金は底を尽き今回 士です。前回の緊急事態宣言から夫は飲食業界ではありま
は10万円では生きていけないです。
せんが仕事が減り収入は半分以下です。我が家は前回の定
額給付金で何とか色々な支払いの補填をし、以降は貯金を
切り崩して生活してきました。今回は持続化給付金、子育
て世帯給付金、一律給付金もなく夫の収入は減り子供たち
を守れないと思い、私は育休を切り上げ早期復帰しまし
た。介護職の慰労金は私は育休中で対象外となり頂けませ
んでした。全て補償が1回きりで、自粛してください。飲
食業界以外の補償はしません。と言われたようなもので、
はい分かりましたと協力したくても生活がかかっているの
で出来ません。ひとり親だけが、飲食業界だけが困ってい
る訳ではなく貧困世帯は共働き家庭でもあります。我が家
は少なくとも困っています。官邸に何度か意見を送りまし
たが届いてないようでテレビで菅さんが話してる内容をみ
て今後の日本に希望は見えずこの先子供を日本で育ててい
けるのだろうかと不安でたまりませんでした。このまま地
域に限らず全国一斉緊急事態宣言を出して入国制限し2回
目の全国民一律の定額給付金、子育て世帯給付金、持続化
給付金を雇用調整助成金と共に出して欲しいです。2回目
と言わずコロナが収束するまでは緊急事態宣言も継続し毎
月でも国民に一律の給付金を出して欲しい。前回は10万円
で何とかなったかもしれませんがもう前回給付から半年
経ってます。もう1人10万円ではなんともならない家庭も
緊急事態で自粛をお願いすると言うなら全国民に定額給付金をやるべきだ。一都 あります。最低でも20万円の一律給付金があればある程度
三県だけでなく皆なにかしら新型コロナの影響を受けている。第一に医療、第二
に雇用という政府の考え方は正しい。そのため定額給付金は後に回されがちだ
が、配るのに時間がかかるのなら早めにやると決めて予算を組むべきだ。償還期
限の長い国債を利用すればいい。

1/10/2021 0:10:28 40代

女性

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと

飲食店店 お金や住まいのこと
長

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

二階幹事長を止めてください。色んな記事を見てるとあの
老人が悪さをしているようにしか見えない。
そしてオリンピック開催も、緊急事態宣言後のGOＴＯ再
開もやめてくれと毎日思います。それから、国民に将来年
金が払えないから2000万貯めろとか言っていたくせに、議
員年金はしっかり払われるような事が考案されているのだ
と知り、日本国民は一体いつまで虐げられなければいけな
いのか、悔しくて怒りで涙が出ます。議員なんて寝ていて
も逮捕されても給料が払われるんだから、おかしい話。そ
政府に「お前ら国民は死ね」と言われているようにしか思えないし、現に殺され の余分にもらっている金を国民のために使ってほしい。
てしまった人がたくさんいる。食って行けずに自殺というかたちで。自殺という こんなサイトができてしまったのも、政府が国民の声を聞
か、もう他殺。政府による他殺。何が国民のために働くだ。
いていない証拠…。この国には将来に希望が持てず、色々
考えても、最終的には死ぬことしか考えられない。もう嫌
解決策は政府がもっと手厚い補償金をこまっている国民に配ることだと思う。み だ、この国。
んなが自粛しても生きていけるお金が必要。そうしないと感染は収まらない。
フランスは、手厚い補償金で店の倒産が例年より低いという。
国民はこれまで高い税金を払い続けてきた。それはこのような緊急事態に使われ
るべきだと思うのに、どうして政治家の贅沢にじゃぶじゃぶ使うのか。

定額給付金の継続 一度二度ではなくコロナが落ち着くまで何度でも
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/10/2021 1:00:53 30代

女性

主婦

お金や住まいのこと

1/10/2021 2:04:32 20代

女性

専業主婦 お金や住まいのこと

コロナによる不景気。
給与から引かれる税金は増える。
イベントのバイトは無くなり副業収入無くなる
家にいる分生活費はかさむ
アルコール、手袋、マスクと行った消耗品が増える。
貯金がどんどんそこをつきます。
今のままでは辛いです。
税金を下げるか一時金でもいいので特別給費金貰えると数ヶ月は助かります。
暖かくなるまで、耐え凌ぐ方法としてお願いします。

1/10/2021 4:11:08 30代

男性

無職

独身者、失業者に対する生活費等の経済支援

1/10/2021 7:05:10 30代

男性

派遣社員 お金や住まいのこと

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1都3県しか緊急事態宣言が出ていないが、どこの地域も連日感染者が増えてい
る。
本気で抑え込みたいなら、1人30万円の定額給付金をばらまいて、ステイホーム
を強制した方が良い！！
お金もなく、我が家はこどもたちのご飯も大変な毎日です。
子育て世帯は母子家庭だけではありません。
多子世帯だって、大変です。
子育て世帯だけにとはいいません！
全国民一律にドンと給付してください。

政府の経済対策に独身者、失業者に対する支援策が少ない
と思います。独身者に特化した支援策が無く失業者には失
業保険の延長は有りますが二ヶ月は短い。生活保護では
ハードルが厳しくコロナ特例の奴は所謂借金なのでしたく
ない

大変お世話になっております
総合延長資金の延長につきまして誠にありがとうございました。ほんとうに助
かりました。
仕事はまた、勤務日数減及び時間短縮となり生活は給料だけでは出来かねる状
況でございます。おそれいりますが総合延長資金の再延長をご検討お願いできま
すでしょうか。必ず返却いたします。どうかよろしくお願い申し上げます。

1/10/2021 7:12:42 40代

女性

会社員

お金や住まいのこと

特別給付金 なぜ至急されない？
飲食店ではありませんが生活が制限され子供は学校で不安で仕事も売上はへって
ます でも事業者に支援されても平社員には何も回ってきません
でも税金は私達が払っているのです
本当に皆を自粛させるきがあるならこの不安やストレスのなか国民全員にまた給
付金をだすべきです
頼みごとばかりだと皆協力しないし
この不安の中税を払い続けるのはごめんです
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/10/2021 11:32:57 40代

女性

無職

お金や住まいのこと

当事者として感じてる回答とあり今回こちらのカテゴリーを入れさせて頂きまし 一筋の光になって下さい。宜しくお願いします。
たが、私は現在、内科系の持病と精神疾患を抱えながら、寝たきりの親の介護を
自宅でしています。自分自身の身体も儘ならない中の介護、そんな中、昨年から
の新型コロナウイルス問題、デイサービスさえも今まで通りとは行かず本当に辛
いです。働きたくても働けず、生活費も足りず、生活保護を受けようにも車を手
離さなければならず、田舎暮らしの私にとって、精神疾患を持つ私にとって、車
は必ず必要なので、生活保護を諦めました。制度があれど使えない。このような
人々は私以外に沢山います。希望が見えない国の在り方に命を諦める人々も沢山
います。国家は民の為に存在するのではないのですか？今回のことをきっかけに
国民の大多数は、国の間違いに気付いています。給付金を全ての国民に１秒でも
速く支給して下さい。それ以外に大切なことなどありません。

1/10/2021 15:19:51 30代

男性

営業

お金や住まいのこと

個人に一律給付金が無理なら緊急資金として速やかな貸付でもいいんでそういう 国民民主党のコロナに関する対策に共感しています。自分
対策をお願いします。
は保険営業の仕事を個人事業主としているやってるんです
けど今回のコロナ自粛で訪問を断れたり収入が減り解約さ
れたりかなりの影響が、あります。
飲食も大事なんですけどこうした営業職にも目を傾けてほ
しいです。
よろしくお願いします。

1/10/2021 17:01:53 30代

男性

無職

お金や住まいのこと

支援制度の見直し及び恒久化

早く法律改正して生活保障制度の恒久化をして下さい。非 世界各国の有事におけ
常時の体制整備を早く進めて下さい。コロナ禍で明らかに る制度
なった色々な問題点の解決を与党、野党関係なく速やかに
進めて下さい!日本には有事を想定した非常時の体制がない
為に様々な悪影響が有る事はこのコロナ禍で明らかになっ
たはずです。速やかに進めて下さい。それと議員、公務員
はコロナ禍で多くの庶民が苦しんでいるというのに給料、
ボーナス満額貰うとは何事だ!野党だけでも返納してたら支
持率上がるのに口先だけの批判とあげ足取りばかりのくだ
らない質疑しかしないから支持率が上がらないんだよ!この
事を枝野達野合連中に言っといて下さい!

1/10/2021 17:13:10 30代

男性

アルバイ お金や住まいのこと
ト

休業支援金及び持続化給付金・雇用調整助成金等の過去分を含めた
支給期間延長と追加支給に加えて申請要件精査と
オンラインを含めた申請補助窓口の拡充手当

休業支援金の申請者が所属する事業所への1人1件毎の申請
事務費支給

1/10/2021 18:03:10 20代

男性

障害者施 お金や住まいのこと
設利用

施設で作っている商品をイベントなどで販売することはコロナ禍でほとんど出来
なくなっていて、他の会社からくる仕事も少なくなっていたり、利用者の工賃を
下げている施設もあると聞く。 工賃が下がったら生活に困る人が自分含めたく
さんいる。国にはもっと障害者のことにも目を向けてほしい。

1/10/2021 18:04:09 50代

男性

自営業

お金や住まいのこと

ひとり当たり一律10万円の給付を毎月続けるだけ。現状のデフレが是正できるま 政党並びに政治家に求めるのは、第一に大きく傾いた経済
で、通貨発行します！と宣言するだけで、混乱は終息する。簡単だが実行できな の立て直しでしょう。
い政治家ばかり、失望しています。

1/10/2021 19:05:26 50代

男性

会社員

お金や住まいのこと

緊急事態宣言には賛成です。
但し、タイミング、範囲、強制力等に疑問が有ります。

タイムスタンプ

年代

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

欧州などでは、日本よりはるかに多くの患者さんがおられ
ます。
幸い日本ではここと比較すると、絶対数は少ないです。
宣言するなら、徹底的にするべき。
疑問なのは、少ないのになぜ医療崩壊となるのか、という
言い換えると、効果のある形で実施する責任が、政治にあると思います。
ことです。
欧州で崩壊まで至って無いのに、なぜ日本は？
海外からの渡航者を例外なく止めることも含めて、徹底的にやることで、短期間 今後も、ウイルスは発生すると思います。
で効果のある対応を希望します。
それに備えるために、の疑問です。
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

1/11/2021 12:50:49 20代

女性

パート

お金や住まいのこと

低所得、非課税関係なく国民皆一律給付お願い致します

1/11/2021 14:44:24 40代

男性

サービス お金や住まいのこと
業

1/11/2021 16:25:05 30代

男性

会社員

タイムスタンプ

年代

お金や住まいのこと

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

小学生2人、幼稚園児2人の計4人の母をしております。コ
ロナ対策しつつ子育てしてて思うのが、4人の子供のうち2
人が喘息持ちです。アルコール消毒やうがい薬やマスク代
でかなりお金がとんでおり、一律給付して欲しいなと思っ
てるのですが、低所得や非課税に20万は反対です。色々控
除されてるのにそこまでする必要ありますか？20万あげる
ならその控除は無くすべきなんじゃないんでしょうか？我
が家は生活がきついのに税金だけかなり取られてます。私
がこう思う理由は、主人の姉家族を見ているからかも知れ
ません。国に税金払いたくないとの理由で好きな仕事して
ずっと非課税で、子供3人産んで両家の親から援助しても
らい好き勝手な生活しております。非課税ですよ？非課税
で家賃8万の所に住み、ファミリーカーを新しく購入し、
子供なんてSwitch何回買いなおしてることか。親子揃って
課金課金、外食外食で。まともに税金納めている私達家族
は援助なしなので毎日節約節約でコツコツお金を貯め子供
にやっとSwitch買ってあげれました。従姉妹は沢山持って
るけど、私たちは1台で大丈夫だよ！って笑ってくれた時
は夜夫婦で泣きました。惨めだなと。お年玉と頑張って貯
めたお小遣いで4人で1500円ずつ出そうって好きなソフト
も買ってました。なぜ、税金納めている私達がこんな惨め
な思いをしなきゃならないんですか？コロナが流行る前ま
ではこんな惨めな思いなんてしてなかったのに。母子家庭
の友達もそうです。親に子供任せて男に援助してもらい、
結婚式の件ですが式場から請求されるキャンセル料、日程変更料に悩まされてい ひとり親の給付もギャンブルにつぎ込んでます。税金納め
ます。結婚式は要請外という事もあり式場はキャンセル、延期の理由にはならな
いと言って多額の金額を請求しています。特にコロナ蔓延前に契約をしたお客様
は何度も日程を延期し苦しんでいます。国として援助をしてほしいです
やはりこの機会に乗って、MMT理論を基にした全国民一律給付（200万円程度）
と一定期間（3ヶ月くらいか）の全国一斉ロックダウンを行い、コロナ新規感染
者数を一桁台位まで一気に減らすべきではないかと思う。
台湾など感染をコントロール出来ている国もあるので、コントロールは可能であ
ると考える。そのためには、コロナ戦略（対策ではない）を立て、その覚悟と責
任は政治家が取る、という気概で進めるべきだと思う。今の政府は、責任を負い
たくない、というように見えて仕方がない。今の時代に政治家として仕事してい
るのは自分の使命ととらえ、自己の保身よりも、政治の力で日本はコロナに打ち
勝つ、という気持ちで仕事してほしい。
玉木さんならやってくれるとは思っているが、、、今の状況としては、与党では
ないので難しいと思うが、与党、政府に働きかけてほしい！
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MMTについては、玉木代表は一定程度、理解と推進を考え
てくれていると思う。
国民の理解はあまりないように思うが、、、ただMMTが否
定的なYahoo!ニュース社の記事に対する一般人のコメント
を見ると、ほとんどはMMT否定論者の論理のみ矛盾や、本
質を理解してないことに対する意見が多い。、つまり、一
般人の中でもかなり浸透して、理解して、また正しいと思
う人が増えてきているのだと思う。
国民民主党は、この点をフェアに国会の場で議論して、日
本の経済政策がMMTを踏襲した形で進むように、頑張って
ほしい。

https://news.yahoo.co.j
p/articles/fe853d5cdfb5
f91cc7a103a880332fd
632b0ad4e/comments
?topic_id=2020071800224004-hbolz
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性別

ご職業

1/11/2021 17:13:06 20代

男性

エンジニ お金や住まいのこと
ア

1/11/2021 17:35:38 20代
1/11/2021 19:50:41 40代

男性
女性

無職

お金や住まいのこと
お金や住まいのこと

給付金です。
定額給付金再給付

もう一度国民に一律10万円の給付金を配ってほしいです。
緊急小口、総合支援使い切り仕事も決まらない。あげく感
染拡大。定額給付金再給付してもらわないと、コロナウイ
ルス関係なく生きていけません。

1/11/2021 20:01:49 40代

男性

営業

お金や住まいのこと

テレワークによる賃金低下

残業が減り、月々の支払いが厳しい。
自宅で仕事をしていると、光熱費もかかりきぎしい。また
会社近くのお店がお昼をやめていて、ランチ難民になって
いる。

1/11/2021 20:12:16 20代

その他 フリー

お金や住まいのこと

知人が非正規雇用のシングルマザーで解雇された。
早急に2回目の大規模な給付や補償をお願いしたいです。

1/11/2021 20:45:18 40代

男性

お金や住まいのこと

現金給付を早く継続してください

無職

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

コロナに伴う経済危機の対応策として消費税減税をお願いしたいと考えていま
す。
コロナそのものも脅威であることに間違いはありませんが、コロナ対策に伴う経
済的なインパクトのほうが恐ろしいと個人的には考えております。
現在の菅内閣のコロナ対策は0点とまでは言いませんが「給付も減税もしないけ
ど自粛してください、あくまでもお願いなので飲食以外の保証は特にしません、
なお自粛しない店は晒します」のような凄まじいものがあります。
上記のようなシビアな要求を国民に突きつけているにも関わらず、海外からの人
の流れは止めておらず、非常に強い不安と不満を感じております。
そのような中、我が国の消費税はサプライチェーンすべてに対して10%の税金を
取るという非常に重い税であると認識しております。
もし仮に消費税を0%とした場合、国民全員の所得が1.1倍されたに等しい状況と
なります。
そのため、消費税減税は収入の大半を消費に使用せざるを得ない低所得者層を救
う効果的かつ網羅的な政策であると考えます。
前回の10万円一律給付は非常に助かりましたし、正しい政策であると考えます
が、今日の状況に対応するためには消費税という重い税を減らすことが必須であ
ると確信しております。
国民民主党はすでに消費税減税を主張しておりますが、実現に向けてどうか引き
続きよろしくお願い致します。

49 ページ

所持金13円、水道も止
められ、冷蔵庫は空…
母娘はなぜ餓死したの
か
https://mainichi.jp/articl
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/11/2021 21:37:59 50代

男性

会社員

お金や住まいのこと

現状の危機管理

1/11/2021 21:43:06 40代

男性

会社員

お金や住まいのこと

初期はパチンコ、少し前は旅行やGoTo、現在は飲食店。悪者を作ってそれを叩
くだけで終わり、「対策の基本が理解されていない」というのが一番の無駄であ
り解決への障害となっています。三密の回避、手指消毒にマスクを徹底させるこ
としか解決策はないと感じています。
しかし、人間が常に意識を張り詰めるということは難しいので、無意識下でも行
えるように「半自動化すべき」だと思います。これに関しては各ポイントごとの
分析を行い、感染症対策の専門家だけでなく、各職業の働く実態を合わせて聞き
込みして対策を行う必要があります。特に飲食関係でどうすれば半自動化できる
かは最初に行うべきです。
その意味でも飲食店を時短させるだけの現行対策は営業時間は対策がされず、ま
た、補償がなくなった瞬間に廃業が増えるだけの的外れで、やるべきは上記で発
案された半自動化対策への補償とそれが機能しているかの監督・検査が可能な法
律作りだったと思います（保健所の立ち入り根拠の作成、そのための保健所人員
増強等）。東京や大阪の感染症対策ステッカーは何の検査もなく実際には何も意
味も持たないものでしたので。
あとは政府、与野党、マスコミ、国民の感染症対策への意識の一体感も重要で
す。これは自由記載欄に記述します。

１）飲食店等への自粛強制に伴う罰則について
強引に客引きをして感染拡大する悪質な店については自粛
要請に従わない罰則を適用する事もやぶさかではないが、
閉店間際に居座って閉店をさせない客（を装う反社会的勢
力構成員）などを規制しないと意味は無いし、不利益処分
を公的機関が行う場合はそれぞれに行政処理等の負荷がか
かる。
恐らく担当は保健所や厚労省となるだろうから、そのリ
ソースを負担させるならば相談者の対応や医療システム維
持の調整業務に当たらせるべきだ。
これらの理由から罰則適用は反対。やりたいなら自治体が
条例を作って余裕があるならやらせればいい。
２）自粛要請について
総理は昨年末GoToの停止は感染拡大の影響があるエビデ
ンスは無いとしてやめなかったし、今も停止にして全面的
にやめていない。
にもかかわらず今回の自粛要請については感染拡大につな
がる明確なエビデンスを明示しないまま自粛要請を行って
いる。これは魔女狩りとしか思えない。
感染拡大国からの人の動きは緩い措置を取って、結果、変
種のコロナを国内に拡大させるリスクを放置している。
帰国者は強制的に観察入院措置を取らせる等の措置を何故
取らないのか。
ダイアモンドプリンセス号から下船した人への措置と同様
に何故しないのか、全く理解に苦しむ。
収束しないのは政府が頑張っていないから、新しい生活様
式なんてやりたくないという雰囲気が国民に蔓延していた
らまず収束しません。マスク会食など実際はとても理にか
なったことを尾身先生が提案してくれているのに馬鹿にす
る人すらいました。感染予防の基本を一人一人がやるこ
と、この意識付けを徹底的にやることが収束へ向けての大
前提だと思います。
このためには専門家会議のいうことを与野党関係なくしっ
かりと受け止めて、「与野党双方から」感染症対策の基本
をしつこいくらいに言い続けることです。感染症対策を政
争の具にしてしまうと支持政党が反対しているから従わな
いという支持者が多く出ます。このためにも、双方の政治
家から同じことをマスコミへ発信し繰り返すことが必須で
す。

タイムスタンプ

年代
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性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

1/11/2021 21:48:52 20代

男性

会社員

お金や住まいのこと

1/11/2021 22:43:48 20代

男性

会社員

お金や住まいのこと

1/12/2021 0:53:12 50代

男性

会社員

お金や住まいのこと

タイムスタンプ

年代

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

①誤った財政認識に基づく緊縮財政からの脱却②共同体意識の醸成③短期的視 今回のコロナに限らず、平成３０年間の日本の衰退はいわ
点選択と集中からの脱却
ゆる国の借金問題という誤った財政認識に基づく緊縮財政
が進められたことにあると思います。国の借金で財政破綻
の危険性があるから、政府は全国民は救えない、優先順位
をつけざるを得ないなどという国民の選別論がこのコロナ
禍で横行してしまっています。日本は１００％自国通貨建
て国債の国であり、国債発行はただの貨幣発行に過ぎな
い、また特別定額給付金で実感できたように政府の国債発
行は国民の預金（純資産）を増やす行為にほかならないこ
とは言うまでもありません。とにもかくにもコロナ禍から
日本を救うには正しい財政認識に基づいた、政府の積極的
な財政出動が必要です。国民民主党が訴えるコロナ対策に
はあらかた賛成ですがもう少し踏み込み、すべての企業・
個人の対前年度比で失われた粗利を国がすべて補償する、
またはいったん貸付という形にして、劣後ローンとして真
水化すること、再度の国民一律１０万円現金給付（複数
回）、そして消費税については消費の抑制や格差拡大とい
う政策目的しかない悪税であるので時限的なものではなく
消費税の恒久的な廃止（最低でも５パーセント以下）、所
得制限を設けた形での所得税減税や地公体単位のも住民税
や固定資産税の減免等といった国民負担の軽減ができるよ
うに１０兆円規模以上での地方創生臨時交付金の拡充を掲
げていただきたいと思います。
また今回のコロナ禍では日本という国家が共同体意識を完
全に消失していることが如実になったのではないでしょう
国民の金銭的格差
昨今の世界情勢において、沢山の人々がコロナウイルスに
よる影響を多く受けております。
私も会社員ではありますが、周りで人件費カットや解雇も
目の当たりにしている状況下において、他にも困窮な状態
にある方が多くいらっしゃり、それがこのコロナ禍で溢れ
出てしまった事実もあります。
そんな中で、人生100年時代と謳われる現代において、こ
こまで大きく進歩を遂げ、資本主義の発展がなされた現代
ですが、その格差は大きく広がっていると感じます。
このコロナ禍で、そもそも働く=生活のためやお金。とい
う方々が大多数を占める世の中において、同時に職場や働
き口がなくなっていく状況下では、そもそもこの世界に生
きているというだけで、生活を保障されるシステムが全世
代型で必要なのではないかと若者ながら強く感じていま
す。
それくらい現行の資本主義システムに限界を感じます。
ルトガー・ブレグマンの著書『隷属なき道』では、これか
ら更にデジタル社会やAIの発展が進んでいくと絶対的に
ベーシックインカムという仕組みは必要だろうし、それが
うまく調整して各国で出来るんじゃないかと思います。
働かなくてはならないとか、お金がないとか、そういった
基盤にある人間的不安やストレスからも多くの方が少しで
も楽になり、より働くということを何かを生み出したり何
か自分のしたい社会への貢献に対して行えるのでは無いか
自粛要請を守らないからと言って罰則を課すのはおかしいと思う。なぜなら自粛 と思います。
するかしないかに強制力はありません。お店を開けるのは開けなければ食べてい
けないから。十分な補償が有れば自粛はします。あまり自民党に擦り寄るのはど
うかと思います。

51 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

性別

ご職業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/12/2021 0:59:34 30代

男性

ホテル内 お金や住まいのこと
のテナン
トのバイ
ト

国民民主党の皆様はじめまして。私は名古屋の某航空系ホテルの下請け会社でバ
イトをしています。三月以降のコロナショックの為、ホテル内の下請けテナント
各社(警備、清掃、配膳会、食堂、花屋、本屋、キッチン補助、美容院）の非正
規雇用の方々はほぼ休業させられていて大幅減収しております、中には解雇され
た方もいらっしゃいました。ホテル本体はゴートゥートラベルでなんとか雇用や
給料を維持していますが我々下請けテナントは雇調金しかなく元請けのホテルが
休めといえば逆らえません。小さい会社ばかりなので労働者に渡る金額が６０％
～７０％しかもコロナ減収後の過去六か月を基準にするのでとてもじゃないけれ
ど生活できません。2月末で終わる雇調金コロナ特例期間の延長と同時に労働者
が貰える金額の割合を増やすのともう一度、定額給付金を国会で進言お願い致し
ます。このままでは借金だらけで死んでしまいます．．．

今度の衆院選、野党連合政権を期待しております。立憲民
主党や共産党を具体的政策を持って支えてあげてくださ
い。愛知二区、古川元久さんに必ず投票させていただきま
す、頑張ってください！！

1/12/2021 1:42:04 40代

男性

自由業

コロナ自粛および緊急事態宣言による、収入減や失業対策として、コロナ終息ま 財源は国債発行による財政出動。その為には、まず「国債
でのベーシックインカムの導入。全ての賃貸物件（住居・店舗）の家賃補償。
＝国の借金」（国が破綻する）という国民の誤解を解く必
要があるかと思います。
緊急事態宣言で補償が必要なのは、飲食店だけではないはずです。例えば、飲食 国債は発行額よりも、どこが保有しているかが重要なはず
店以外の店はどうでしょうか？
です。
時短要請が出ていないので20時以降も営業できますが、外出自粛要請が出ている
状況で営業して何の意味があるでしょう？でも補償金は出ないですよね。
企業の業務も縮小して、失職する人も多い。
今となっては、最低限でもコロナ終息までは「全ての国民の衣食住を国が補償す
る」というのが当然だと考えます。
何しろ政府は「Go to」によって昨年春の国民努力を無駄にしたわけですから
ね。

1/12/2021 2:24:38 30代

男性

トラック お金や住まいのこと
運転手

1/12/2021 4:52:05 30代

女性

お金や住まいのこと

お金や住まいのこと

参考にすべき著作や文献等

飲食店の時短要請の意味が分からない
効果が余り見込めないと思う
解決策
仕事している人の通勤時間、退社時間をずらす
大手なら効果大と思う
今も8時から出勤して5時前に退社している人が多数
10時七時とか工夫なんぼでも出来る

自国を強化して欲しい
毎月10万ずつ二年間配るとか
経営者ばっかりに配っても従業員はなんの意味も無い
消費税0にする
ハブ港を二つ作るとか
韓国でさえあります
経済も軍事もたいした事無かったらなめられるし対等に話
や出来ん
アホでも３つぐらいは提案出来ます
はよなんでもして下さい

まず、海外から来る人の入国を即、全面停止してください。それに期限を設け
ず、無期限とすることを要望します。
春節ウェルカムですが、今年は諦めてください。
それから、東京オリンピック開催も断念し、中止の決断をしてください。
そして、全国民の生命を守る行動をお願いします。医療従事者の増員・保護、医
療施設の拡充など、やるべきことは山ほどあります。
感染した方が、悪者にならないような配慮・呼びかけもお願いします。
感染していない人も含めた大半の国民が、歯を食い縛ったり、辛い思い、大変な
思いをして生活しています。その現実を知ってください。
プライマリーバランス黒字化・財政規律の目標は横に置いて、大胆で大型の財政
出動を要望します。
定額給付金の再支給・継続支給を要求します。
それと、消費税の撤廃もお願いします。

国民民主党には期待しています。
ただ、もっと前に出て、政策を訴え、党をアピールする必
要があると思います。
担当者を決めて、その人に全て任せるのではなく、方向・
方針が決まったら、所属の議員一人一人が広告塔となり、
それぞれの得意分野から発信したらどうかと考えます。
党職員・スタッフの人数が限られる中、苦労もあるかと思
いますが、支持者にできることは可能な限り手伝います。
そういったことも発信して欲しいです。

今、感染症だけでなく、災害級の大雪に見舞われる人もいます。
多額の農業被害も発生しているそうです。
こういった人への支援もお願いします。

52 ページ

あと、PRキャラクター こくみんうさぎ ももっと活用して
いくといいと思います！
旧党から引き継ぎ、せっかく残ってくれたのだから、どん
どん前に出してください!!
こくみんうさぎの活躍も期待・応援してますので。
長くなりましたが、いろいろと検討お願いします。

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

性別

ご職業

1/12/2021 9:31:45 40代

女性

カウンセ お金や住まいのこと
リング業
(個人事業
主)

1/12/2021 9:52:52 50代

女性

農園経営 お金や住まいのこと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

お金のこと、生活のこと、お金が解決策です。

私はひとり親で元旦那さんからはお金をいただいていませ
ん。
私と娘(17歳)の二人暮らしです。
私は個人事業主としてカウンセリングの会社に所属し、報
酬という形でお金をいただいています。
それとは別に個人で対面鑑定、オンライン鑑定、メール鑑
定などもやっていました。
コロナ前の半年前くらいからようやく売り上げも伸び、児
童扶養手当とは別に30万くらいは収入になりました。
しかし、コロナウィルスが流行しだして約半分の収入にな
りました。
収入があるだけいいとか、職があるだけいいと思われるか
もしれません。
でも半分になると今まで払えていたものが払えなくなりま
す。
もちろん、売り上げが半減したので持続化給付金も申請し
て、給付できました。
でもその給付金も100万円と大きく感じますが、収入が
減った分に穴埋めしていくと、半年しか持ちません。
もう12月でほぼありません。
そのため、社会福祉協議会のほうも申請し、3月までは何
とかなりそうです。
持続化給付金はありがたく、その時点ではこのお金で減っ
た分の売り上げを穴埋めしていたらコロナウィルスの流行
も落ち着くか、対面鑑定などはできなくてもなんとか売り
1、日本はお金を刷ることができる国家なのに平時ではない今こんなにも国民一 Twitterでの「二回目の現金給付」に関するタグが全て消さ
人一人に現金を給付しない「先進国」がありますか？
れる現象に政府は何を操作しているのだろうと不気味さが
真面目な日本人は現在の政府の無策な中で生きようと我慢を強いられている国民 大きいです。
を平等に扱うべきです。
日本は中共のように国民を支配する国ではないはずです
2、そして国民の生命を守ることに注力してビジネストラック停止すべきです。 が。
国民にお金を給付することで行動を抑制できる人間は多い
と思います。
無策状態の政府では国民の怒りはおさまらないです。
国民に行動自粛を呼びかけても海外からの入国を完全に止
めないことも大きな不信感しかない。
自民党という党は国民支配党という錯覚に陥っていると感
じ、政治家の方の本当の力、国民に支持される力は危機管
理能力に比例すると平時ではない時には特に感じます。

53 ページ

お金や住まいのこと（241件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 10:17:55 40代

男性

弁理士

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

1/8/2021 10:24:47 40代

男性

会社員

働き方

大きく影響を受けていない企業の行動のあり方に問題がある。18:00まで働くから、飲食や小 ってもう少し早く気づいたらよかったなー、って思ってます。
売が大きく影響を受ける。１年間も在宅勤務を実現してない怠慢も問題だがどうしてもできな
いなら、せめて就労時間を15:00ぐらいに繰り上げるべきだ。

1/8/2021 11:31:48 30代

女性

看護師

働き方

大胆な補償と検査拡充

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

当初より言われている行動規範（手洗い励行・マスク着用・三密回避）を遵守することこそ感
染拡大に大切であり、逆にそれ以外の方策がないのに、貴党からその行動規範の宣伝を見かけ
る機会が少ないことが極めて残念です。政策において「自粛」や「行動制限」などを盛んに取
り上げますが、あくまでも、行動規範の「三密回避」のためであることを忘れるべきではな
い。そのためにも、まず基本の行動規範の宣伝を、「分かっているはず」などと思わず、各個
人のアカウントや党公式のアカウントなどから毎日しつこく発信していただきたい。

党員です。
要望①企業と会社員に大胆な補償をした上で、エッセンシャルワー
カー以外の職種の基本的休業。違反した企業に行政罰。
要望②学生が学習環境を得られるようネット環境の迅速な配備。無
理なら放送枠を買い取ってテレビの活用。
要望③エッセンシャルワーカーへの手厚い補償とPCR検査など検査
がいつでも受けられる体制づくり
新たな補償が決まる前に行政罰に賛成など言語道断です。補償なき
行政罰に加担するのですか？国民の命がかかっています。人の命で
す。

1/8/2021 12:11:15 50代

男性

会社員

働き方

マスクの義務化

家族が勤める会社の上司(役員と社長)が絶対にマスクをしません。
コロナはただの風邪だ、マスクなんて情弱だといいはっています。
フランスではマスクしないで外出すると罰金とのことです。
法律でなんらか対応できないかと思います。

1/8/2021 12:11:55 40代

男性

大学教員

働き方

大学を経済的に支援してほしい。支援が充分でないために、教員が非常勤ばかりになったり、 とにかく少子化の解決に全力をあげてもらいたい。
学費が高騰したりしている。前者は、教育や研究の質の低下をもたらす。後者は平等な学びの
機会を奪う。

1/8/2021 12:21:38 40代

男性

会社員

働き方

独身者ですが、独り身で感染した場合、食料の買い出しにも行けなくなるのかと心配です。
食事の手配がされる隔離施設に入れるのか、食料を事前に備蓄しておくべきか、それならどの
程度備蓄しておくべきか、マスク等をしてなら最小限の買い出しは大丈夫なのか等、施策や個
人としてできる対応をアナウンスして頂きたい。

1/8/2021 12:26:37 30代

男性

会社員

働き方

ご担当者様
テレワーク不可の医療、介護、販売員等の職種を除きテレワークに非協力的な会社への罰則を
お願い致します。
緊急事態宣言が発令されても一般社員は経営陣がテレワークに乗る気ではない、古い考えだか
らとの理由でテレワーク可能なのに経営陣の鶴の一声だけでテレワークするつもりはない出社
してこいと現に言われています。
Twitterでも同じ体験した方が何人も見受けられます。
なので呼び掛けではなく刑事罰則をつけてテレワーク推奨してください。お願い致します。

1/8/2021 12:30:35 40代

男性

会社員

働き方

市中感染が既に広まっていると思われる現状、飲食対策だけで感染抑止になるか疑問です。そ
の一方で経済に対する配慮に傾き過ぎたことが、今回の政府の対応の遅れに繋がっていると思
います。
安倍前首相はPCR検査の拡充を常に口にしていましたが、菅首相は口にしなくなったように思
います。市中感染を収束させるには検査と隔離の対策が必須かと思います。既に民間検査も始
まっていますが、感染抑止を目的とした検査と隔離を行政が推進して欲しい。併せて、陽性に
なってしまうと職場を休まざるを得ないという市民の思いもあるかと思います。現に未だに風
邪気味で休もうとすると、忌避する職場の上司もいます。検査と隔離で休むことは蔓延防止対
策であること。そのための対策を建てることは企業の責務であることを徹底して欲しいです。

1/8/2021 12:49:33 20代

男性

コールセン 働き方
ター

昨日の緊急事態宣言を受け、弊社では「飲食業を対象としたものだったので通常営業を行う」
と判断しています。知人の範囲でも時短や休業になっている業種はほぼなく、宣言前と何も変
わらない状況のため、感染収束に向かうようには思えません。

1 ページ

働き方（95件）
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タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:51:22 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

飲食店ばかり補償してますが、ほんとにそれでいいのでしょうか。
１日６万円、しかも休日も対象なので、小規模な飲食店は休んで給付金をもらってます。働く
のがバカバカしいと。
現に市場への買い出し人も減って店を休んで給付金もらってるありさま。
サラリーマンだって残業制限等で実入りがかなり減ってます。
追加の一律給付が必要です。なんだか毎度１人あたり１０万円の話しになりますが、それでも
足りない。もっともっと必要です。
また、飲食店だけでなく会社も制限しないといけません。テレワークを推進してますが、国の
足下はいかがでしょうか。
官僚、日銀、ほぼテレワーク率０%です。そうでないと言われるかもしれませんが、それはテ
レワークではなく自宅待機の数をカウントしているからです。
あと、総理大臣が色々お願いしてきますが、もう国民は彼を信頼しておらず、全く言うこと聞
かないでしょう。

1/8/2021 12:59:58 40代

男性

1/8/2021 13:15:27 30代

女性

1/8/2021 13:52:49 50代

男性

会社員

1/8/2021 13:56:07 50代

女性

パートタイ 働き方
マー

会社員

働き方

定期的な給付金の再給付（暫定的なベーシックインカムのテスト運用含む）
海外からの入国を全て禁止

菅内閣は国民の事を考えた政策もコロナを終息させる考えもないの
で政府としての役割を果たしていない。

働き方

①感染防止徹底宣言ステッカーの無意味さ②内部告発があっても動けない都

私の働いてるお店や通ってるお店でも「守ってる守って無いじゃな
くて貼ってあるだけで意味がある」と名言し堂々と守ってません。
またコロナ陽性であっても働いてる場所を言わない様指示もされて
おり職場の区・住んでる区に相談もしたのですが「区としてはクラ
スター等が無ければ動けない」とのお返事を頂きました。実際お客
様・従業員の中には陽性となった方も沢山おりますが全員申告して
いない状況です。そのお話しも区にさせて頂きましたが「後手でな
いと動けない」との事でした。〝チェックした項目を守ってないお
店には罰則〟〝無申告の場合罰則〟等決めて頂けますと幸いです。

働き方

外国人入国制限と入国水際対策の実効性の無さ
やる事は明白。 やれない判断が出ることが分かりません
国からの補償の不足。給付金配当するべき。

お疲れさまです。
早速ですが個人として、コロナによりパートの中でも私のみ身体的
事情からもう半年以上会社に行けず僅かな貯金で生活を賄いながら
「政府も大変であろう」とサポート活動を行なって参りましたが支
出ばかりですぐそこに限界が見えている中での直近の政府の対応に
は憤りを隠せません。
国民民主党殿発案の10万円給付金は税金や家賃等々の支払いに消え
たとはいえとても有り難いものでした。お金が無ければ自給自足も
ままならない東京、私のような長く孤独な休暇で先の見えないコロ
ナ情勢のなか、低所得の者にとっては少しでも多い給付金が命の綱
になります。『ワクチンが普及するまでの辛抱』と捉え諦める事な
く自宅で出来る社会活動を続ける所存ですので、どうぞこういう者
が居るということだけでもお知らせしたく送信させていただきま
す。
国民民主党の皆様におかれましてはどうぞご自愛くださいませ。最
後まで読んでいただき有難うございました。小山有子

1/8/2021 14:52:12 40代

男性

会社員

働き方

コロナで死亡するひとより、経済制限によって死に追い込まれる人の方が多いと思われる
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 15:20:39 20代

男性

学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

まず私は５年前より肺に穴が開く気胸を患っており、片肺はすでに手術したものの、もう一方
は自然治癒という方針で治療が進められました。一定期間でもって、普通の生活に戻っていい
ということでしたが、今回のコロナ禍がおき、常に不安な状態が続いています。そして先般の
羽田雄一郎議員の死去が報道されている通り、基礎疾患を持っている人は重症化しやすいとい
うのがより一層緊張感を持っています。
そうならないためにも、政府の言う通り自粛生活をして、徹底した手洗いをし、外出すること
は回避しているものの、両親は生活苦のため共働きです。
そして高齢(６０代)のためか感染予防のために、帰宅後すぐにシャワーを浴びるように言いま
すがなかなか聞き入れてもらえません。疲れ果てているのはよくわかりますが、自身を守るた
めにも、また空気感染することも考えられているため家族も守るために言っているのですが、
悲観的すぎるという一点張りで、なかなか協力してくれません。
一年が過ぎましたが、これまで通りこの状態を続けていいのかわかりません。少なくとも罹る
リスクは常にあり、重症化をして死がすぐに側にあると思うと、恐くて夜も眠れません。
そこで私が提案したいのは、国民民主党が提言されているように事業者又は個人向けの緊急の
経済対策を強力に実施できるようにお願いしたい。
母はフリースクールの職員で、父は塾講師をやっております。緊急事態宣言があっても、とも
にある程度はリモートにできる職種だと常々言っています。そうは言うものの、開校しなけれ
ばいけない理由として、リモートにすると生徒さんがメリットはないとしてやめる者も多いと
聞きます。その赤字を埋めるような支援体制を敷いてほしい。
ここさえやってくれれば、ある程度は自助努力でできると思います。

1/8/2021 15:34:58 30代

男性

国会議員秘 働き方
書

期待しています。
国会議員の事務所秘書(特に地元秘書)の労働環境について議員の方はどう思っているのか？国
会の質疑の中で全くと言って出ない、というか議員自らは当然しないと思いますのであえて書
かせてもらいました。どの地元事務所秘書はほとんどと言って良いほど不満、不安だらけです
よ、国会議事堂議員の皆様胸に手を当てて考えて下さい。あなたたちが国会で働けているのも
秘書の皆さんあってだと思いますよ
公設秘書、私設秘書の格差問題で事務所内で必ずと言って良いほど軋轢があります。
そんな中で良い仕事ができるはずありませんし、一丸となって目的に向かって活動できるはず
がありません。
秘書制度改革をお願いします。党設秘書とか良いと思います。例えば勤務年数、年齢などの含
めた公平な採用など
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ
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性別

1/8/2021 15:40:03 40代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
技術系専門 働き方
職
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

飲食店の20時までの時短営業と、20時以降の外出の自粛を特に求める東京都の方針に非合理
性を感じ、大いに異議を発したいと思います。まるっきり非科学的だと思うのです。テレワー
クを推進するのも、オフピーク通勤をするのも、合理的だと思いますので、支持できます。し
かしこの20時の施策だけ、どう考えてもおかしな政策だと思うのです。
飲食店の20時までの時短営業と、20時以降の外出の自粛が求められたら、人々はどう行動す
るのでしょうか。そのエンドに合わせて逆算され、生活時間が設計されていくのが自然ではな
いでしょうか。その結果、より多くの人々の生活時間帯が重なってしまいます。交通機関も、
食事関係も、集中化と混雑化が促されるのです。せっかく外出する回数を減らそうと皆が頑
張っても、出かけた先で皆がかち合って密になるのです。ましてや、東京都自身が促進したい
と言っているオフピーク通勤を阻害する大きな要因になってもいます。東京都はオフピークを
唱えながら、その一方で人々の生活時間を横並びに揃えようとしようとしています。完全に矛
盾しています。
ではどういう政策を欲しているのかというと、一日24時間をもっと有効活用し、人々の生活時
間の分散化を促進する事です。これこそが、「密」を避けながら、人々の経済活動を止めない
という事を可能にするための、数少ない手法のひとつだと思います。メディアでも、この事を
訴えている政治家は、まだ見たことがありません。
様々な事業の営業時間は短縮されるべきでなく、むしろ拡大されるべきです。それは、数学的
に、その空間に居る人々の密から疎への変化を促す筈です。もちろん、そこには現実的な難し
さが色々あり、営業時間を拡大できない場合も考えられるでしょう。それならば、営業時間を
従来のまま据え置きにして、そこでできる施策もあると思うのです。

1/8/2021 16:10:35 40代

男性

会社員

働き方

例えば、企業に対してランチタイムの分散化を、行政が求めるなども考えられます。企業が従
業員に対し、昼の12時台だけでなく、14時台、15時台、16時台などでもランチに出る事を許
可するよう、行政が求めても良いと思います。逆に飲食店側に、メニュー開発や仕込みや店内
清掃のオペレーションを工夫してもらい、もっと幅広い時間帯で、来店者に飲食を提供できる
感染症分類変更
まずはこのような場を設定していただきありがとうございます。
まずは感染症分類を変更すること。
2類相当から5類にするべきです。
これが出来ない理由が見つかりません。
是非、お願いいたします。

1/8/2021 16:40:53 60代

男性

税理士・中 働き方
小企業診断
士・ITコー
ディネータ

テレワーク推進の障害は、国税庁

テレワーク推進をブロックしているのは、国税庁です。
コロナが蔓延する以前から、テレワークを推奨し、
公的組織（税理士会・税理士協同組合、関与先企業他多数）
のZoom会議を実践してまいりました。
コロナ以降、多くの会議をZoomに切り替えました。
が、昨今元に（リアルの会議）戻る傾向も見えてきています。
結論からすると、テレワーク費用を支弁すると、「手当」なので
給与課税というのが、国税庁の現在の見解で、課税されるなら
普通に出勤するというのが、利用する側、企業側の本音です。
法改正ではなく、解釈の範囲、通達で変えられる話です。
一般の通信費（実費支弁＝上限は設ける）、あるいは、
設備使用料（福利厚生費・非課税）とすべきです。
ICT化を看板にしている、国税庁が、昔からの考えを
踏襲していて、言ってることと、実行が矛盾している部分です。
私どもの組織（税理士会）は、旅費交通費規定があり、
数十年その規定の中で、交通費を支払って会議を多く行っていま
す。
たとえ、歩いて会議に参加し、実質交通費0円でも、規定により
一律3000円支給されます。根拠は、規定があり、実費支弁
だからという理屈です。
ところが、テレワークになり、折角メンバーが応じて会議参加
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 16:44:49 40代

男性

警備員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

1/8/2021 16:45:47 40代

男性

経営者

働き方

マスコミの報道姿勢と70%の医療機関がコロナ対応していないこと

エンタメ、スポーツなどが不要不急なのであればテレビや雑誌など
も不要普及のはずです。
彼らの報道も70%カットさせるべき。
必要不可欠なニュースは文字放送と読み上げ音声で対応できるは
ず。
協力しない民間医療機関を名指しして罰則を与えてください。

1/8/2021 16:46:51 40代

男性

会社役員
建設業

働き方

日本中のどこかしら（基本的には大都市だと思いますが）で緊急事態宣言がでれば、日本中の
経済の冷え込みのは仕方ないと思います。なので、痛みはあると思いますが、短期間に強い処
方で春先程度に感染者を抑え込めないでしょうか？
この間は、国民全体に給付金を給付（会社員の支払いは企業経由でも良いかも）し、企業の人
件費、および固定費を国が代替してくれれば、企業はある程度生き残りつつ、本当に強い処方
をしても大丈夫では？と思います。
あとは、建設業等の納期を政府の強権で緊急事態宣言発生中は延期する位のことをやってくれ
れば、納期を気にして休めない企業も休めるのでは？と思います。

とにかく、第一に感染者を減らして欲しい。第二に給付金、減税等
で国民の生活を守って欲しい。第三に他国に先駆けてコロナを克服
することで、コロナ後の世界で我が国を優位な立場に導いて欲しい
です！

1/8/2021 16:47:50 20代

女性

会社員

働き方

連日のコロナ対応お疲れ様です。
緊急事態宣言が発出されましたが、中身は以前の生活から時間制約を加えただけのほとんど変
化のないものです。音楽を教える仕事をしておりますが、仕事も商業ビルが営業する以上、
営業をするという考えで、増え続ける感染者を横目に「行きたくないな、職場でコロナの第一
号になったらどうしよう」と不安でしょうがありません。
もう個人でできる感染症対策はし尽くしています。不要不急の外出はとっくにしていません
が、仕事は週5で変わらず出勤しています。感染してからでは遅いです。一刻も早く、以前の
緊急事態宣言のような、休業等の対応をお願いしたいです。

1/8/2021 17:08:51 40代

男性

タクシード 働き方
ライバー

緊急事態宣言とは

1/8/2021 17:15:06 40代

男性

会社員

飲食店に限定した時短営業要請

タイムスタンプ

働き方

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

百貨店で警備をしてますが、上層階のレストラン街だけでなく、時短になって影響を受けるの 商業施設で従業員が感染した時どこに感染経路があるか分かりませ
は下の百貨店フロアもまた納品業者も同じです。その人たちへの充分な支援策を。
ん。全ての商業施設の社員通用口に検温器と除菌のを置いて、紙台
帳に書いてもらったりするような感染リスクが高まる作業を減らし
ていってほしい。

日本の法律では緊急事態宣言といっても、不要不急の外出自粛要請
でしかなく、強制力はないとのことで、第一波の時も出勤される方
もいれば外食する方もいました。結果感染者を減少することはでき
ましたが、ゼロにはできておらずさらなる第二波、第三波に繋がっ
ており現在の緊急事態宣言にいたっています。今回も同様の自粛要
請でしかなく、それも根拠もなく1ヶ月で解除予定とか言われてます
が、ゼロにならない限りはまた第四波になることでしょう。私達は
経済再生して欲しいのはもちろんですが、コロナ以前のマスクしな
いでいられた暮らしに戻りたいのです。緊急事態宣言を単なる自粛
要請ではなく、生きるために最低限必要な外出以外は禁止するとい
う海外のロックダウンのようにして、コロナを完全に収束させて欲
しいです。ロックダウン中収入がなくなる分についての補償はある
にこしたことはないですが、補償できないなら当面の消費税をゼロ
とか減らすことでもいいと思います。100万円の買い物をすれば10万
円の消費税がかかりますが、それがなくなるだけでも前回の給付金
一人当たり分に相当します。お金云々は後にしても一刻も早くコロ
ナを収束させない限りはいつまでも不況は続きますし、長く続けば
続くほど生活は苦しくなります。国民の生活苦は最終的には税収減
少につながるのではないのですか。一時凌ぎの政策だけでは抜本的
な解決策にはつながりません。コロナ収束のために有識者で話し合
い具体的な収束プランを提示施策していただきたいです。

当方が働く小売店(中古品リサイクル)は時短要請対象外だが、店舗面積が狭く密になりやす
い。しかし、閉店時間は22時の為飲食店等に行けなくなった人達が流入して店内は混雑。リス
ク場所がこちらに変換されただけで、緊急事態宣言の意味がない。
要請レベルではもはや自粛をしない風潮に変化してきてるため、特措法改正による罰則規定を
設けるべき。飲食店経営以外の会社は危機感がまるでない。
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ
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性別

1/8/2021 17:24:16 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
会社員(販売 働き方
業,店舗ス
タッフ)
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

感染者数が増えてきても国から強制されない限り一部の会社は時短や休業などの対応を行わず ただでさえ支出が多い中収入が減ってしまうと、企業の破産や解雇
通常通りの営業を続けるので、できるだけ強制力の高い営業自粛要請などができるようになっ に伴って破滅する国民がこれまで以上に多くなるはずです。
てほしい。
景気回復に向けたコロナ増税が検討されているという報道も目にし
ますが、国民の財布の紐がより硬くなり経済活動が低迷することは
また、これに伴った利益の損失などについては雀の涙の給付金や補助金などではなく、国民や 目に見えています。
企業への減税対策をすることで支出を抑えたほうがいいと考えております。
私自身、一部の方以外は趣味として使う道具を販売する企業に勤め
ており、コロナ禍で様々な層のお客様の買い控えが起こり、会社全
体での売り上げが落ちているのは見ております。
政府与党への働きかけをよろしくお願いいたします。

1/8/2021 18:07:17 30代

女性

会社員

働き方

テレワークができない職種です。前回の緊急事態宣言では50%の自宅待機を会社が実施してく
れました。今回は「飲食に特化した緊急事態宣言」として、100%出社の方針が出ました。
一緒に働く仲間の中には、糖尿病や肺疾患を持つ人もいます。
ご家族に高齢者がいる人も大勢います。
そういった人にも特段の配慮は有りませんでした。
前回の緊急事態宣言の時よりも状況は悪化してますが、会社も業績が良くないのか、人命より
も業務優先になっています。
毎日、感染に怯えながら満員電車に乗っています。
政府の言いたいことも分かるのですが、感染リスクが有るのは飲食だけでは有りません。
もちろん飲食が一番リスクが高いのは理解してますが、ここまで感染が広がってしまった状態
ですと、満員電車の中で咳やくしゃみをされるだけでもヒヤヒヤします。
企業側にテレワークを既に要請しているつもりかもしれませんが、「飲食中心」を前面に出し
ているせいで、それが逃げ道になっています。
緊急事態宣言は、恐らく範囲拡大になると予想しているので、範囲が拡大になった時にもっと
強いテレワーク要請や外出抑制を行なって欲しいと思います。

海外からの入国について、例外を認めずに一切禁止して頂きたいで
す。
ビジネス目的での入国も禁止にして欲しいです。
イギリスの変異種はすでに広まっているように感じますが、もっと
強いウイルスが他の国から入ってくる可能性が高いと感じていま
す。
日本人が色々と我慢しているのに、ビジネス目的での外国人の入国
がザルの状態は許容できません。
政府は本当に危機感を感じているのか不信感を持ちました。

国民の命について、政府に見捨てられたような気持ちになってます。

1/8/2021 18:08:56 40代

女性

専業主婦

働き方

テレワークの徹底

人の流れを止めないといけないのに、満員電車で通勤は感染リスク
が高い。どの職種でもテレワークを徹底すべき。テレビ局は今まで
の物を再放送するべき。

1/8/2021 18:40:03 10代

男性

学生

働き方

今回、このような意見を述べる機会を提供いただきありがとうございます。
私が感じている課題は働き方です。私自身、学生のため働いていませんが両親の話を聞いてい
ると実に様々な課題があることが分かります。
大企業であれば、イメージ等もあれば資金もあります。テレワーク等への対応も大胆に実施で
きている印象があります。知人が務める企業では全面テレワークですが、やはり資金力のある
大企業です。
日本の労働者は大企業に勤める人たちだけではありません。相当な人数が中小企業に勤める人
たちです。
1回目の緊急事態宣言では、多くの企業がテレワークを実施しました。しかし、資金がなけれ
ば環境を十分に整えることはできません。十分な環境が整備されていない状態で「テレワーク
は非効率だ」という印象を抱けば、2度目の緊急事態宣言でテレワークを実施しようとする企
業はあまり増えないのではないでしょうか？
様々なメディアで情報を見る限り、政府の補償は全く足りていませんし、補助も全くしていま
せん。
テレワークをしてほしいならば、国が補助金や助成金を拠出するほか、政治家や官僚自らが実
施していく姿勢が求められるのではないでしょうか？
河野行政改革大臣は業務をテレワークで実施しているそうですが、大臣では彼しかテレワーク
を実施していないようです。民間に7割テレワークと言っておいて、政府はテレワークもしな
い、官僚もしない、そんな態度と姿勢で民間が素直に応じるのでしょうか。
政府が自ら実践することで、政府でも実施できるのだという印象を付け、また補助制度助成制
度を用いることで資金がなくても十分なテレワーク環境を整備することができると思います。
テレワーク環境を整備させれば、コロナ収束後も東京一極集中の是正に繋がると思います。

コロナ禍において、私や周りの友人などは政府の対応に不満を抱い
ています。しかし、それが野党への支持に繋がっていません。
利権とオリンピックのために国民の命を軽視した自民党上層部は全
くもって信頼できません。しかし、我々の周囲は自民党以外の選択
肢を知りません。私の親世代も、かつての民主党政権の名残りなの
か分かりませんが、やはり野党への信頼がありません。
国民民主党、というより玉木代表はTwitterで分かりやすい情報を発
信しており、誤りも認めてすぐに謝罪できる、政治家としてあるべ
き姿であると思います。
自民党が常におざなりにし続けた我々の世代に是非、強く働きかけ
ていただきたいです。

6 ページ

最近感じたことは国会の会期制度です。国会をいつ開くかで揉め
て、閉めるかでも揉めて、不都合なことがあれば国会を開けず、憲
法違反だと騒ぐ。
憲法を改正して国会開会の要求に応じなければいけない、とするよ
りも通期性にすれば良いのではないかと思います。
コロナ禍にも関わらず、夏頃特措法の改正も大した議論もしないで
自民党は国会を閉会させました。
国会の開会閉会を政治家が決められることが問題なのではないで
しょうか。
以前、何かで国会の会期制度は野党に対して有利だと見ましたが、
どう見てもこの制度は問題しかないように思えます。
特措法の改正も今ではなく夏やっていればよかったのです。メディ
アがそれを取り上げないことも、国民が関心がなかったことも理解
できませんが、国会の開け閉めという概念があるからそのような事
態に陥るのではないでしょうか？

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 18:51:12 40代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
ヘアメイク 働き方
アップアー
ティスト
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

成人式の中止・延期・リモート化も影響が大きいです。
飲食店の方々のように宅配をしたり短時間でもお店を開けることもできません。
私達のような業態の経営者や事業者の生活の事も考えて戴きたいです。

1/8/2021 18:53:26 30代
1/8/2021 18:55:27 50代

女性
無回答

会社員

働き方
働き方

参考にすべき著作や文献等

飲食店だけが経営に制限を課され、困窮しているように連日報道されていますが、撮影やブラ メイクアップアーティストですので、できることとしてメイクアッ
イダルなどに携わる私達やカメラマンのような技術者は延期や中止・キャンセルが相次ぎ、仕 プレッスンのオンライン化に昨年から取り組み、人との接触を避け
事が壊滅的な状況になっています。
る形での働き方に着手しています。
ただ、生活・ネット環境やオンライン化するに当たっての準備(パソ
コン購入など)を考えると全員が全員切り替えるのは難しく感じまし
た。
他の手段も考えていきたいですが、人と接する事で成り立つ商いな
ので難しく感じています。

毎日出社するのは不安です
１、コロナ対策は、そもそも海外からの入国をまず止めれば、緊急事態宣言を発令するまでの
必要はないと思う。そのため、第一にはそれを行うべきと考えます。

コロナ対応について、広島
大学の感染症科の大毛教授
の講演動画。最初から３０
分程度。「日常での感染の
大半が感染者の発話や咳で
出た飛沫が直接唇に付いて
移る『飛沫感染』。だから
それさえ気をつけれほ感染
はほぼ抑止可能。だからマ
スクは効果的」

２、医療体制・医療従事者を厚くするため、人とお金を十分に付け対応する。また、コロナ
は、季節性インフルエンザとあまり変わりないと位置付け、通常の医療体制に持っていけば、
病院への負担も軽減する。
３、保健所や地方公務員等の人員を減らし過ぎて（有事に対応できないところまで）現場が疲
弊している。正規職員を増やし対応できるようにする。（非正規採用は結局、正規職員に負担
がかかるだけ）

https://www.youtube.com/w
atch?t=376&v=lrGxMVSIW
dw&feature=youtu.be

４、国民に対しては、まず正しい情報を伝え安心してもらう。不安を煽るような報道は控え、
冷静な行動を促す。（世界と比べても感染者数は凄く少ない）
（広島大学の感染症科の大毛教授の講演より。結局、飛沫による感染のため、目・鼻・口を触
らない。触る場合は手を洗う。マスクをすればほぼ大丈夫。～感染が成立する４条件とし
て、・密閉空間・近距離での接触・マスクまし・一定時間の会話とあり、この内1つでも欠け
ればほぼ感染しない）
５、生活保障なしの緊急事態宣言や自粛要請は国民に負担を強いて経済的な困窮と倒産・自殺
を促すことは必至。また、移動制限や時短営業なども同様に国民の生活の自由を奪うため、国
や政府がしっかり国民の生活や命を守る義務がある。そのため、財政出動をし国民の粗利保証
をしていく。
６、特措法で休業要請に応じない店に対し罰則を設けるのは、粗利保証もされてないのにおか
しいです。（それを行うのであれば、公の場所でマスクをしなければ罰則になるというもので
あればまだ理解できますが。）
1/8/2021 19:20:16 40代

男性

会社員

働き方

ゴールが見えません。
新型コロナは人類・地球上から滅することは可能なのでしょうか。
ワクチン・薬が出来ればコロナで亡くなる・重傷化する人を０に出来るのでしょうか。
個人的に不可能だと思っています。
では何をもってコロナ禍の収束となるのでしょうか。
新型コロナが現れて１年、対策をどうするかと同時にゴールについても議論を始めて欲しいと
思います。

1/8/2021 19:56:53 30代

男性

介護職

働き方

テレワークはどうやって❓

介護職みたいな現場での仕事をしている人に対してどうやってテレ
ワークしたらいいのかなと。自民党は介護職と保育職をなめてる。
遊んでるだけと思ってる。
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なし。

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 19:57:25 30代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

テレワーク義務化の法案を議員立法で作成していただきたいです。
パソコンがあれば家でできる仕事なのに、在宅勤務できるのに、させてくれません。
休日は自宅に引きこもって、外出を控えてるのに、平日に出勤させるのは、密を回避できない
です。
1番最初の緊急事態宣言発令の時は、部署内で、例外で、テレワークしました。
ストレスフリーで、健康状態が絶好調でした。
罰則付のテレワーク義務化法案、よろしくお願いします。

1/8/2021 20:26:11 50代

男性

会社員

働き方

入国規制をしていないこと。春節が明けるまでは誰も入国させるべきではないと思う。
指定感染症のレベル変更。日本に納税していない外国人まで救っている場合ではなく、日本人
を救うようにして欲しい。

1/8/2021 20:26:38 30代

男性

1/8/2021 20:39:35 20代

女性

1/8/2021 21:10:22 40代

1/8/2021 21:11:30 30代

働き方

フェイスシールド廃止

効果をほとんど期待できないフェイスシールドをテレビで放送する
のをやめて欲しい。あれならないほうがマシ

学生

働き方

課題:テレワークが浸透しないこと、感染拡大で職を失う人が増えること
自粛を訴えるならば安心してできるように補償と環境づくりをして
解決策:国が国民の生活を補償し、企業の金銭的な負担を軽減することで雇用の維持を支援す 頂きたいです。国民性と国民の犠牲に頼った感染対策はもはや限界
る。加えて間接的に健康を守るために企業の長時間労働やオフラインの業務を減らす取り組み にきているとかんじます。
を行う（コロナが収束したのちも継続されるような仕組みづくりを同時にする）。

男性

会社員

働き方

我が国における「緊急事態宣言」及びそれに感染する措置は、私権の制限を伴う措置が困難で
あることから、諸外国のような法的強制力を有する措置が困難であるところが課題だと感じて
おります。隔離や休業もあくまで「要請」であり、従わない場合の罰則も行政罰が主であり刑
事罰まで踏み込めておりません。
コロナ禍における「緊急事態」を乗り切ってからにはなりますが、「緊急事態」発生時の措置
のあり方の議論をして頂きたく存じます。貴党がイニシアティブをとって進める形でお願いし
たいところです。

男性

会社員

働き方

テレワーク推進、時短営業、もちろん理解はします。
しかしながら、私は食品、衛生に関わる仕事をしているので
感染増大などで騒がれれば、そのぶんだけ仕事が忙しくなります。
でも、要請が出ているのでテレワークの日数が強要されています。
その上、あまりの忙しさにようやく一息をつく頃には、時短営業で食事するところがありませ
ん。

衆議院憲法審査会事務局
『「緊急事態」に関する資
料（衆憲資第87号）』
（2013年）

完全な鎖国はできないのでしょうか？
鎖国して、清掃除菌して、清潔な生活を心がければ相当な感染抑制
になると思います。
外国人が一律に悪いとは思いませんが、手を洗わない、マスクしな
い、咳エチケットができない、大声で話す、非常識だと思った人の
多くは外国人です。

暖かいものが食べたくても
鎖国も是非検討していただきたいですね。緊急事態なのですから。
スーパーで食材も仕入れられないし、外食もできないのです。
経済的に困る方を支えること、失業者がでないように下支えすることには賛成しています。
しかしながら、コロナの影響で忙しくなる人には、しっかりと食事をして栄養を取り体を休め
ることができる環境も失われています。
医者、看護師など、もっと大変な方もいるでしょう。
是非、コロナの中、感染拡大防止のために戦っている職業にも目を向けていただきたいです。
医者、看護師が働くために必要なツールを提供する私たちも大変なのに黙殺されている気がし
ます。

1/8/2021 21:15:26 50代

男性

会社員

働き方

外出する機会が減ったこと

無症状感染者が感染を拡大させていることが明らかになっているに
も関わらず、相変わらず日本はPCR検査が増えません。
感染集積地を集中的に検査できる態勢を構築し、感染者を囲い込む
政策がなぜとれないのでしょうか。もちろん全額公費負担で。

1/8/2021 21:25:06 40代

女性

専業主婦

働き方

テレワークの徹底

人の流れを止めないといけないのに、満員電車で通勤は感染リスク
が高い。どの職種でもテレワークを徹底すべき。テレビ局は今まで
の物を再放送するべき。
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 21:29:57 40代

男性

会社員

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 21:43:55 40代

女性

セラピスト 働き方

まず新型コロナの騒ぎになって1年経ちますが、メディアの過剰な報道による煽りが酷いと感
じます。
インフルエンザウィルスよりも弱いウィルスを過剰に報道し、国民を煽り、過剰な消毒、マス
ク着用義務のような報道。
ウィルスはそもそもマスクでは防げません。
発症した人が着ける分にはいくらか効果はあるでしょうが、健康な人がマスクを日常装着すれ
ば逆に免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。
そもそもインフルエンザウィルスと同じ5類感染症くらいのウィルスをいまだに指定感染症2類
相当以上なのが不自然だと感じます。
PCR検査にしても疑陽性が出やすく、本来は研究用の検査で、臨床では使ってはいけない検査
と認識しています。

1/8/2021 21:49:08 30代

男性

団体職員

働き方

新型コロナウイルスに関する科学的な知見や学術的根拠に基づかない政治の意思決定に疑問を 政策決定や政治判断の際に、意思決定する本人がウイルス学や感染
感じています
症対策の研究をしたバックボーンがあって、学術の最新の知見も
アップデートできている人であれば、自らの判断軸を用いて判断す
れば良いと思いますが、今の政府はどうしても素人判断になってい
ると感じてしまわざるを得ません。先日の首相会見の隣に尾身会
長、西村大臣会見にも尾身会長と、どうして判断した人の隣に専門
家がいるのでしょうか。判断の責任から逃げている印象を受けま
す。政治家自身が専門家であればいいですが、そうではないのであ
れば、専門家の意見をよく聞いて、どういう考えを巡らせて判断し
たのかを自らの口で語るべきですが、役所の人が作ったペーパーを
読んでいるというのでは、安心して判断を任せることはできませ
ん。ひとごとのように問題に対応しているように思われ、必死に
なって感染予防や医療体制の充実に取り組んでいる取り組んでいる
とは到底思えません。
国民民主党からもさんざん指摘されているとは思いますが、まずど
ういった情報に基づき、それらをどう分析して、想定される対策を
取った場合に生じうる利益と損失を検討して、最終的にこれが最善
でした、といった判断に至る検討の過程が今の政府からは全く伝
わってきません。抽象的な話ばかりに終始しており、決めたとおり
に従え、言われた通りしろというような権力者のおごりを感じま
す。首相や大臣は専門家の説明を理解できていないのではないので
自分の言葉で語れないのではないでしょうか。
政府には是非とも主権は国民にあることを思い出していただき、国
民のために何をやっているのか反省させ、国民のために働いている
ということを思い出させるよう、国民民主党からも建設的にしっか
り政府を突き上げていただきたいと思います。

1/8/2021 21:49:57 40代

女性

事務員

働き方

飲食業が営業時間の時短要請で食料品販売しているお店も閉店時間が早まってしまったため、
少しでも残業しようものならその日の晩御飯の材料さえ手に入らない状況になってしまってい
ます。
飲食業の時短を要請、また、20時以降の不要不急の外出を自粛するなら、20時には家に帰れ
る時間に退社できるように、給与は通常通りに支払って、その従業員の給与の補償を政府にし
ていただき、かつ会社にそのように促してほしいです。
また、売り上げが落ちている中でいつ仕事がなくなるか不安です。自粛を促すならその分生活
の保証を政府にしていただきたいです。

参考にすべき著作や文献等

テレワークを推奨してるけど、出来ない業種の人間はどうしたら良いのか？？出来る業種だけ 政府に対し、国民に謝罪と今後
では無く、出来ない業種に対しての考えを述べてほしい。
国民が不自由なき生活が送れる様にハッキリした対策を発して頂き
たい。
飲食店が悪いと言うけど、店側では無く無症状感染者が
後、ＰＣＲ検査にてコロナとインフルエンザのウイルス遺伝子配列
ウイルスを撒き散らしている様に思う！営業時間が20時以後の飲食店は、もはや閉店しないと が同じなら陽性になると聞きましたがハッキリして下さい。
行けない死活問題を超えてます。去年の春に、中国の春節にあたる時に経済効果を得ると 日本
に招き入れた政府
新型ウイルスが発生した時点で何の対策を強化しなかった政府に対し遺憾です。
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

1/8/2021 21:55:26 40代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療従事者 働き方

1/8/2021 21:56:50 50代

男性

公務員

1/8/2021 22:00:46 20代

男性

大学生・ア 働き方
ルバイト

タイムスタンプ

ご職業

働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

地方まで支援を！

地方の医療従事者です。病院には何らかの支援があるのでしょう
が、実際に働いているスタッフには届かず、コロナ前と1円も変わら
ず安い給料のままです。でも、休みは取れないし、感染リスクは高
まるばかりで、嘱託ともなれば、文句を言うと契約にも響くし。子
供は受験生で、ひとり親だから辞められないのをいいことに、業務
は多く、感染するまでの使い捨てのような扱いに感じます。働き方
改革の途中だったから尚更ひどい気もします。精神的にもズタボロ
です。助けてもらえないのでしょうか？

新型コロナを直ちに指定感染症から外し、最高でも5類相当の扱いにして、無意味な特措法を
廃止する
季節性インフルエンザで崩壊しないのだから医療は絶対に崩壊しない

コロナ禍というが、この騒動はウィルスのせいではなく、日本にお
いてはありもしない「恐怖」を煽るマスコミと行政、政治によるも
の。
新型コロナで死ぬ人より、失策のせいで失業、自殺する人の方が多
くなり、日本が潰れるのは見たくありません。
よもや、ワクチン接種の義務など言い出さないとは思いますが、補
償と罰則などという野党ですから警戒しています。

参考にすべき著作や文献等

こんばんは、私は20歳の大学生です。
大学がオンライン化され様々な問題が発生していますが、その問題は報道で多く取り上げられ
ている為今回は省略します。
私は今大学で学ぶ傍らキャリアの一部としてJR東日本で駅アルバイトをしています。主な業務
内容は運行補助とお客様のご案内です。その中で感じるのは世の中の輸送業への配慮の少なさ
です。医療に従事されている方々はよくエッセンシャル・ワーカーとして報道され多くの支援
が寄せられています。アルバイトの分際で何を大きな口をと思われるかもしれませんが、輸送
業もエッセンシャル・ワーカーの一部であると思います。実際にロンドンではエッセンシャ
ル・ワーカーの一部として認識され多くの支援が寄せられていると聞きます。私たちは業務の
中でマスクを着用しないお客様、泥酔されたお客様などと日々接しています。常に感染の恐怖
にさらされています。しかしながら私たちは一民間企業ですから、乗車されるお客様を拒むこ
とはできません。普段から従事している社員の方もそうですし、多くの学生が学費の為に働
き、休めない状況もあります。特に学生アルバイトは緊急事態宣言を受け、実際に昨年４月に
はシフトが大幅に減らされるなど影響も出ています。また、イベントや移動が減ったことによ
り解雇の話も現実に出ています。もし、第三波で感染が収まり、従来通りの通勤風景が戻れば
確実に定時性が失われます。そこまでの繋ぎとして鉄道を含め、輸送業を支える国民・企業に
対して具体的な真水の支援をして頂ければと思います。大企業・中小企業に限らず公共交通・
貨物輸送はインフラの一つで止めていいものではありません。また、国土交通省・政府と共に
公共交通機関は安全である旨の広報と、私たちもエッセンシャル・ワーカーであると世間に知
らせていただきたく思います。若輩者の小さな意見ですが、国政の中で取り上げられれば大き
な意義があると思います。「#輸送インフラを止めるな」どうかよろしくお願いします。
国民民主党は野党の中で一番期待している政党です。是非、日本の為に頑張ってください。
長文失礼いたしました。
寒いのでお体に気を付けてお過ごしください。
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:03:36 40代

女性

無職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

沢山ありますので箇条書きにします。

素人ですが対策を考えてみました。

◆コロナ禍以前に困っている事
・バブル崩壊以降の就職難
・ブラック環境会社対策
・女性の雇用問題
・40代の雇用減少
・社会変化対応職業訓練の必要性
・自身の病気や親の老化

1）年調や確定申告で税調整されない範囲の少所得者の洗い出しと前
年度、前々年代との所得差洗い出し
↓
民間に完全リモートワークで作業委託

参考にすべき著作や文献等

2）基礎疾患診断書の提出と所得申告
↓
家族構成等から生活費やリモートワークへの推奨
↓
Pcやネットワークのアドバイザー必要

↓↓↓
◆コロナ禍で困っている事
・非正規契約の雇用助成金不支給
・基礎疾患と高齢親同居時働き方
・少ない非正規のリモートワーク
・生活保護適応外の無所得
・リモートワーク職訓練必要性
・通院時移動リスクリモート必要
・リモート時等通信環境や費用等

3）非正規への雇用助成金

また、仕事が決まらずメディアで大変な方々を見ているだけでは無
く、（基礎疾患があるのと、同じ疾患持ちの同居80代母と2人暮らし
なので、リスク回避の為リモートワークで）電話対応や書類作成
等、コロナ禍で汗水流して働いている方に対して少しの時間でもお
手伝いしたいです。

1/8/2021 22:10:29 50代
1/8/2021 22:23:36 40代

男性
男性

会社員
郵便局

働き方
働き方

外国からの完全入国禁止を何故にしないのか？
今すぐ2月いっぱい外国からの完全入国禁止を！
郵便局だけでなく、所謂「エッセンシャルワーカー」も医療従事者ほどで無いにしろ感染リス
クを背負って仕事をしているが、対策や補償が十分ではない。郵便局の場合、出勤人数を減ら
すと業務が回らなくなるので、そういう対策は無い。マスクの着用と手指の消毒を言われる
が、休憩室も更衣室も「密」。
窓口はお客様との感染対策をある程度しているが、裏での従業員同士の対策はマスクくらい。
また、慢性的に人手不足なので少々の体調不良では休みにくい雰囲気が未だにある。

1/8/2021 22:25:35 40代

女性

専業主婦

働き方

テレワークの徹底

人の流れを止めないといけないのに、満員電車で通勤は感染リスク
が高い。どの職種でもテレワークを徹底すべき。テレビ局は今まで
の物を再放送するべき。

1/8/2021 22:57:34 50代

男性

会社員

働き方

医療崩壊

新型コロナを指定感染症二類から外し、医療体制を安定させるべき
です。感染者の内訳をしっかりと把握していただき現実にあった対
策を望みます。また一部に新型コロナ撲滅という意見があるようで
すが、ウイルス学上、非現実的な目標です。政府には明確な未来像
を示して欲しいと思いますので働きかけをお願いします。

1/8/2021 23:01:36 40代

男性

ケアマネ
ジャー

働き方

働く人が落ち着いて働く事の出来る環境がある事が結果として利用される方に安心のサービス PCR検査も希望者に対応など受ける側もお互いに安心出来るのでは
提供が出来ます。それが無い
…

1/8/2021 23:07:14 50代

男性

福祉

働き方

まず、国民に危機感が無いです。次に営業時間短縮要請を出す割に保証が少ない。倒産が少な
いのに驚いてます。政府関連の報道をよくよく見ると、政府と尾身委員長の主張が違う。東京
都知事の話しをよく聞くと凄くよくわかりますが自助を求めるだけで、なぜ必要なのかが患者
数・病床数以外で説明が無い。罹患者が増えたとはいえ身近で発生した訳ではないので余計危
機感は持てません。第１波で自粛できたのは、得体のしれない病気だったから。報道で慣れて
しまえば日に何人死のうがリアリティを持てません。スタートがまだきれてないと感じます。
よって解決策はまずうまくスタート（危機感を国民が持つ）をきる事。
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地方に住んでいます。会食・職場・家庭での感染が多い事は数値で
出ています。なのに議員は会食にいくわゴルフにいくわ。危機感を
持ち辛い状況でこれでは誰も政策に従いません。なので罰則付きに
という感じでしょうか。そもそも政治側の説明が上手くいっていな
いのをわきに置いて国民に何をさせるのでしょう。警察頼りでしょ
うか。次に飲食店の傍に住んでいますが、深夜に酔っぱらって大騒
ぎしてる人の声をまれに聞きます。飲食店の営業時間を短縮するよ
りお酒はひとり２杯までとかした方が効果はありそう。あとマスク
の効果が曖昧でフェイスガードしてるから、マウスガードしてるか
ら、でなんとかなるのであれば、マスクはほぼ不要ではないでしょ
うか。これを大臣クラスの人が使ってるのを見て国民はどう思うの
でしょう。最後にワクチンを打ったら大丈夫なのでしょうか？そう
は思えません。数年かけて対応していく病気だと思っています。

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

年代

性別

ご職業

1/8/2021 23:28:07 30代

男性

公務員

1/9/2021 0:10:48 30代

男性

会社員（シ 働き方
ステム開
発）

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

補助金のつくり、国の機関同士の連携

農業関係の部署にて勤務する公務員です。コロナにより現場が混乱
しているのは保健所だけではありません。コロナ対策として数多く
の補助金が措置されましたが、緊急で考えられたもののためか、現
場で働く我々のことを無視したものが目立ちます。
高収益作物次期作支援交付金は、幅広い方が対象となる補助金のた
め、今まで補助金を申請したことのなかった方々が数多く窓口にい
らっしゃいました。そもそも農家さんには書類作成をするのに不慣
れなため、一人ひとりに我々職員が付き添い、手続き書類を作成し
ていく必要があります。
月100時間を超える残業の末に、申請書類を整えましたが、数ヶ月
後、農林水産省のルール変更により、すべてやり直しとなりまし
た。ルール変更により補助金を受け取ることができなかった農家さ
んからは罵声を浴びることも多々ありました。使命感で家族との時
間を犠牲にしながら戦っていますが、もう限界です。もう少し現場
のことを考えた対応はできないのでしょうか。
さらにはコロナが拡大し、緊急事態宣言が出ている中、会計検査院
による国会要請に基づくTPP関連事業の実地検査が行われようとして
います。税金の無駄遣いがされていないかチェックする大変重要な
ものですが、今しなければならないものなのでしょうか、感染拡大
の収まった半年後等にしっかり見るというのではダメなのでしょう
か。
会計検査院が独立した機関とはいえ、国の機関同士がしっかりと連
携し、現場の混乱を少しでも防いでいただきたいです。もう本当に
限界です。

在宅勤務を行う機会が増えましたが、社員の中には自宅での仕事が苦になっている方もいるよ
うです。
「テレワーク＝在宅勤務」という考え方ではなく、自宅に限らず場所を自由に選んで仕事をで
きる環境になるといいと思います。

第三波のピークが過ぎた後は、休業や時短営業に対して協力金を支
給するのではなく、換気設備の整備やパーテーションの設置など感
染対策の強化に対して補助金を支給するというように、経済を回せ
る支援をしてほしいです。
特に、音楽関係、演劇関係に対しては手厚い支援をよろしくお願い
いたします。

現在苦境に立たされている飲食店を仕事場所として活用するのも一つの案ではないでしょう
か。
場所利用代金と食事代が飲食店の収入となりますし、個室が備わっている店舗ではソーシャル
ディスタンスも保てます。
1/9/2021 0:47:58 40代

男性

会社員

働き方

指定感染症の運用の見直しを早急に

参考にすべき著作や文献等

COVID-19データポータル
JAPAN
（研究に役立つ新型コロナ
ウイルスのデータやサービ
スを集約し提供）
https://covid19dataportal.jp
/

日本人の国民性を鑑みるに、現状のコロナに対しての指定感染症の
取り扱いは、デメリットしかない(感染=穢れというイメージを払拭で
きない)。1月8日、報道で、神奈川県は濃厚接触者追跡をハイリスク
施設のみにした旨、流れましたが、全国でもそれに沿い、それを徹
底するよう各自治体・保健所へ通達、国民への広報・周知をするこ
とで過大な恐怖心を落ち着かせられ、穢れというイメージを少しず
つ払拭できると思います。感染拡大の予防はもちろん必要ですが
99%の国民はすでにそういう状態に入っており、今救わないと行け
ないのは、コロナ恐怖マインドを原因とした自殺者・鬱病者の抑制
です。
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 0:58:05 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

UAゼンセン加盟の労働組合員（大企業の部類）です。この春の賃闘は相当な苦戦を強いられ
そうです。
【解決策】
景気回復のためにも今こそ大企業のもつ、多大な内部留保を賃金アップや一時金アップに充て
るよう国から指示をだしてもらえないでしょうか。
（法律になればなお嬉しいですが）
【背景】
雇用調整助成金拡大のおかげで現在は賃金カットなどありません。
しかし業績は前年大幅ダウンのため賃金アップは交渉にもならない予測です。過去内部留保の
指摘をしても『いざというときのため』という言い訳で賃金には回ってきていません。
大企業、特に製造業の抱える大きな内部留保を『いざという』今こそ一時金としてでも大きく
支給をしてもらえれば、それが苦境のアパレルや流通、飲食を救うことにもなり得ます。
『大企業は在宅勤務で安全に働いていて賃金も減らないくせに』、という思いが社会の分断に
もなっています。みんなで助け合うというのが今一番大切な施策です。
組合の交渉の追い風になるよう自民にを通じて経団連にも働きかけをお願いしたいです。

1/9/2021 8:45:11 60代

女性

飲食チェー 働き方
ン店、パー
ト

宣言が出て既にシフトを減らされています。昼のパートで20%カットです。
21時以降の方は０です。前回のように給付金を出して欲しいです。

お店は保証されるのに、労働者は補てんがない。会社にお願いした
ら、きっともっとカットされると思います。
５月にコロナ失業しました。個人商店の貸衣裳店で売上十分の一に
なり、来月からお給料出せないので、いつまでか解らないが休んで
欲しいと言われ、辞めて失業手当てを貰っていましたが、それも切
れ再就職したばかりで、ずっと生活がキツクなっています。
店主は保証を請求して補てんされるのに、パートは削られるだけで
す。

1/9/2021 8:50:49 50代

男性

会社員

働き方

政府は7割の社員にテレワークを推奨しているが現場は基よりEPRパッケージ等の基幹業務シ 平成30年間続いたデフレ令和は終わらせましょう
ステムを導入済みの大企業やIT企業(3次産業)とのIT格差で所得格差が広がる恐れがあるので一
次/二次産業および中小零細企業や個人事業主にはERPパッケージなどテレワークの為のIT化に
助成金を予算化頂きたい。
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著:大栗道榮「空海!感動の
人生学」

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/9/2021 8:55:20 40代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
会社員（シ 働き方
ステムエン
ジニア）
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

【持続化給付金について】
給付要件のハードル（前年のいずれかの月と比較して５０％減）が
高すぎると考えます。
しかも前年といえばコロナ禍で売り上げ自体が落ちているの自然です。
そこから５０％では対象事業者が絞られるのではないでしょうか。
【地域・中小企業について】
５年に一度は「１００年に１回」の危機がやってくると認識しております。
（感染症、震災、豪雪、豪雨）
その度に地域や中小企業は存立の危機に脅かされます。
それに耐えうる社会を形成する為、
コロナ禍（当面）⇒コロナ禍（脱出期）⇒コロナ後というフェーズで
大都市・大企業偏重経済から、足腰の強い地域コミュニティ、
足腰の強い中小企業が活かされる経済への転換を目指して下さい。

1/9/2021 9:08:57 70代

男性

無職（年
金）

働き方

＜短期＞
・日本版ＰＰＰ、持続化給付金、家賃補助の支援
・地方への一括交付金
＜中期～長期＞
・足腰の強い中小企業への転換
⇒日本版ＰＰＰと求職者ベーシックインカムを連動させて、
中小企業の生産性向上を支援
・足腰の強い地域コミュニティを復活
⇒小規模多機能自治の支援、法的地位を確立
⇒地方出先機関を道州制的な機構へ改組し、都道府県をまたぐ
ブロック経済圏の足腰を強化する
（現都道府県は維持すべきと思います）
現北海道知事が夕張市の財政を改善しましたが、この町のスキー場＋ホテル（夕張リゾート）
が破綻しました。このホテルを「地方創生」の試験として「テレワーク」＆「移住」の拠点に
出来ませんか？短期滞在でも長期滞在でも可。
また、夕張メロンで有名な町ですので農業も盛んです。コロナ失業者や「引きこもり」対策で
使えませんか？北海道は本州の様に「しきたり」とか「村八分」みたいな感覚はありません。
もともと屯田兵他全国からの移住者（開拓者）で発展してきた土地です。道東の美幌町も移住
を真剣に考えています。
変なしきたりなどの無い「自由」で「雄大」な北海道を利用して頂きたい。
北海道に限らず、ホテルや旅館が経営に困ってると思いますので、テレワークj拠点⇒本社の東
京脱出に寄与できると思います。夕張は新千歳空港も近いです。
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働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/9/2021 9:28:46 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

1/9/2021 9:54:36 30代

女性

会社員

働き方

今回の緊急事態宣言を受けて課題に思っていることは、働いている日の夕食について。私たち
夫婦は共働きで20時以降も働いています。在宅の場合も出勤の場合も勤務後に夜ご飯をどちら
かが自炊する気力はありません。近くの飲食店に食べに行き黙々と食事をするかテイクアウト
をやってるお店で食事を購入します。今回の緊急事態宣言の20時以降営業自粛に対してテイク
アウトは対象外ですが、20時以降もテイクアウトのみで対応できるのは財力のあるチェーン店
のみです。私はコロナを機に家の周辺のお気に入りの個人店に少しでも貢献したくそちらで食
事やテイクアウトをしていましたが、個人店は軒並みテイクアウトも20時までもしくは夜営業
はなしの判断をしています。なぜ20時以降の飲食店の営業自粛でしょうか。コロナ感染するか
どうかに時間には関係ないと思います。政府に対して要望して欲しいことは、飲食店に時短営
業を強いず店内営業の1グループの人数制限(同居家族は制限なし)などのガイドラインの作成お
よび徹底依頼、テイクアウト対応のための補助を手厚くすることです。テイクアウト対応の補
助金は昨年実施していたまたは今も継続している自治体もありますが、地域によってはもう締
め切られています。私たちの夕食問題は最悪チェーン店とコンビニでなんとかなりますが、大
好きな個人経営の飲食店の方々を守ってください。よろしくお願いします。
当事者ではないので飲食業ではなく働き方に" をつけました。

1/9/2021 10:53:26 30代

女性

会社員

働き方

テレワークについて、政府は7割をテレワークにと求めており、テレワークができる職種なの 期待してます！
で協力しようと思っていますが、自宅で勤務をするにしても通信費や光熱費など今までにない
負担がかかります。そもそも働くための場所としての自宅の作りをしてないので机が低すぎて
買い替えたり、プリンターなどを購入必要がある人もいるかもしれません。
こういう負担を軽くする措置もないままテレワークを要請されても、応えられない人もいま
す。テレワーク協力金やテレワーク免税などしてほしいです。色々細かく分けると煩雑になる
ならば、また定額給付金でも良いと思います。テレワーク出来る人はその資金にしてほしいと
政府がメッセージを出せばいいだけです。
ぜひよろしくお願いします。

1/9/2021 11:13:54 40代

男性

会社員

働き方

モバイル通信費用を安くするのは移動を促進する政策であって時代に逆行する。固定回線を更
なる高速化、無償化することで、新たな時代を実現して欲しい。

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

感染者の増加に対して効果的と思える具体的な策がない

菅総理はじめ、今の自民党のコロナ対策は一貫性が全くないという
か、何をやっているのか理解ができないことだらけです。
まず、国民には会食を控えろと言っておきながら自分たちは大人数
での会食やパーティーを繰り返す。
挙げ句の果てには何を言ってるのか分からない言い訳で逃げる始
末。
次に、国民に対して緊急事態宣言に付随した外出自粛を要請する一
方で海外からの入国は依然として継続。
自国民の命を最優先にするのであれば、まずは海外からの渡航者を
完全にシャットアウトするべきですし、そうしないと自粛要請され
た国民は納得しません。
入国許可もビジネス目的に限定したはずですが、入国の再開以降、
京都などの観光地では明らかに外国人旅行客が増加しています。
観光地でカップルで写真を撮り合う外国人のどこにビジネス目的が
あるのでしょうか。
ハッキリ言って政府の水際対策はザルそのものです。職務怠慢以前
の問題です。
そして、補償問題です。
旅行業界や飲食業界への補償が目立ちますが、二次的・三次的な影
響も少なからず発生しております。
そう言った部分には一切目を向けず、上っ面だけの補償をなぜか繰
り返しているから国民からは理解が得られないですし、反感を買う
事態にもなっています。
何かあるとすぐに政府は「国が補償する」と発信しますが、原資は
国民の税金です。
どんぶり勘定のように垂れ流すのではなく、状況をしっかりと見極
めてから判断していただきたいです。

15 ページ

参考にすべき著作や文献等

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 11:45:31 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

アビガンの配布
検査キットの個人への配布補助
外国人の入国制限
外人への医療費免除生活保護受給を停止
疑わしき当事者は自宅療養、検査するために外出すれば本末転倒。
地方では病気より風評被害や経営陣のパワハラ的圧力で人が殺されます。
疑わしきは自宅で早めのアビガン
と在宅検査。
日本の生活保護と医療費控除を狙って隣国から続々と移動してますので、それはこの際やめて
しまいましょう。

1/9/2021 12:45:39 30代

男性

会社員

働き方

政府や自治体の方針と自分の考えに乖離があることが最近多く、自分の考えがマイノリティな とりあえずたまたま見つけたのが国民民主党のフォームだったので
のかと思ってきました。国民がコロナウィルスに対してどう思ってるのか知りたいです。コロ 入力してますが、玉木さんには期待してます。よろしくお願いしま
ナに罹っても仕方ない、かかったところで風邪みたいなもんだから気にしない、老人が死ぬだ す。
けだし、などと大して脅威に思ってない人もおそらくいっぱいいると思います。しかしニュー
スや政府自治体の発信がそれと真逆のため、それを口に出せず、日々窮屈な暮らしをしている
人も多いのではないかと思ってます。国勢調査的なもので、国民がどうおもってるのか、はっ
きりさせることはできませんか？

1/9/2021 12:53:02 30代

男性

公務員

働き方

公務員の働き方について。
私の職場では前回の緊急事態宣言時にテレワークとなりました。しかし今回は前回のテレワー
クを踏まえて、名ばかりテレワークになりかねないとの理由からテレワークとなりません。
個人情報を持出す事が困難で、テレワークは不可能であると決めつけ、職場で感染者が出ても
軽く消毒して終わりです。
民間へ７割出勤を減らす事を要請しているにも関わらず公務員が率先してテレワークしないの
は間違っていると思います。
窓口などの直接対面して対応しなければならない業務も、考え方を変えて接触しないやり方を
模索し７割の出勤減を目指すべきです。
国からの通知があれば各自治体も動かずにはいられないと思うため、公務員の働き方をガラッ
と変えていくために指標を示して欲しいと思います。

1/9/2021 13:45:28 20代

男性

会社員

働き方

ワーケーションがコロナ対策にとって有効なのかどうかが知りたい。有効なのであれば、補助
金を出す等などの支援策をしてほしい。

1/9/2021 15:43:23 30代

男性

企業の研究 働き方
員

不要不急は定義が曖昧すぎる。都合よく解釈する人が多すぎる。

1/9/2021 16:56:12 30代

男性

会社経営

https://twitter.com/ae8je/status/1347812544962981893?s=21

働き方

不要不急の事例を分類して公開してほしい。どう考えても不要不急
も勝手な理屈で正当化されている例が多すぎる。（義務的出社等）

私の考えの一端は上記に纏めています。
いつの間にか飲食業全体が対象になってますが接客を伴う飲食業を強く制御しない限りコロナ
禍を乗り切ることは出来ません。その意味で現在の50万以下の罰金など全く効果がありませ
ん。
風営法の営業許可取り消しくらいの事をしないと無理だと思います
1/9/2021 17:53:55 40代

男性

接客業

働き方

私権制限(働く、移動、集会の自由)と罰則のセットは実質的に憲法違反ではないか！
営業自粛を要請(お願い)しながら補償が微々たるものでは、営業自粛の判断を店側に任せなが
ら、倒産したのはそちらの責任と言われているのと同義語です。
指定感染症の格下げ(５類)について何故議論にならないのですか？
日本には160万床という世界一のベッド数があるのに、医療崩壊は起こらないのでは？協力医
療機関は絶対に倒産させないという国の方針があれば解決するとおもいます。
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私権制限を有する緊急事態宣言を野党が求めるのであれば、尚更政
権交代は遠のくばかりだと思います！日本の状況では緊急事態宣言
も必要なく、インフルエンザと同様、それ以下の対応で経済を回し
ていた方が、不況にもならないのではと思っています。
最後は日本人の死生観の問題もあると思います。コロナだろうと何
だろうと寿命間近の方は亡くなります。インフルエンザは子どもも
亡くなりますが、コロナでは亡くなりません。それより自殺者が毎
月2000人超出ている方が問題ではないでしょうか？
国民民主党にブラジルのボルソナロ大統領のような胆力を期待しま
す。

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/9/2021 19:35:34 50代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
介護事業所 働き方
経営（障害
者総合支援
法に基づく
訪問サービ
ス）
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

常に利用者との密接な接触抜きには仕事にならない障害福祉サービスの現場はほぼ一年間極度
のストレス緊張を強いられ続け、コロナ感染そのものでなくともこの一年で帯状疱疹や精神的
な病いを発症したヘルパーもおりました。
ここにきて第三波・緊急事態宣言発出で益々出口の見えない中、ワクチン接種が一筋の光明の
ように感じますが、そのワクチン接種も果たして厚労省の示した工程表（それでさえゆっくり
過ぎる感じがしますが）のように進められる準備は出来ているのでしょうか？
現状の対応に忙殺されている保健所関係の皆さんがワクチン接種の準備まで手が回っていると
はとても思えません。
結局はいつまでも店頭に並ばなかったマスクのように、ワクチン接種も示された工程表のよう
にならないという事態は是が非でも避けてもらいたいのです。
厚労省の工程表は単なる数枚のペーパーでなく本当にその準備が進められているのでしょう
か？またそのための人員は確保されているのでしょうか？

1/9/2021 19:40:44 30代

男性

会社員

働き方

社員同士のランチが一律禁止にされています。感染対策さえとれば問題無いと思います。ま
全業態への粗利補償をしてください。本当にV字回復を思うなら、す
た、日本全体がデータに基づいた対策をして欲しいです。例年のインフルエンザ等と比べて行 ぐ日常に戻れる状態を維持してもらうのが当然かと。また、今のデ
き過ぎた対策になっていないでしょうか？
フレを脱却するために、消費税廃止&毎月10万円給付を主張してくだ
さい。けして、やり過ぎな政策だとは思えません。

1/9/2021 21:53:23 50代

男性

会社員

働き方

WEB会議を社内間でしていますが、音が途切れたり、それがないように関係者が余分な時間を
費やした割には、ささいな空気感の違いがわからない、不毛で噛み合わない打合せになってい
ないのが実情です。それがお客様間になれば、ますますそうなっています。例えば東京のお客
様から納期の極めて厳しい大至急の案件を依頼頂いたにもかかわらず、今回の非常事態宣言
で、お客様の上司の承認を得る時間が前より掛かるようで、いわば日本の製造業根幹に関わる
重要な問題が発生しています。
それは地方の中小企業から言えば致命的な問題で、普通に他メーカーとの価格競争や短納期を
要求されるなどの、ますます理不尽な無理を掛けられているのが実情です。
で、もっと今まで以上のリアルでマンツーマンのようなWEB会議って出来ないものでしょう
か。
一体、菅さんの掲げているデジタルなんちゃらって何なんでしょうか？
あの人ダメでしょ？
玉木さん、あんな輩の集まりの立憲じゃなくて、早く公明党と組んだら如何でしょうか？

17 ページ

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/10/2021 2:23:17 30代

男性

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

私はとにかくコロナが怖いです。
私は60近い両親と90代の祖母と暮らしています。
自分が感染するのも怖いのですが、自分が感染することで両親や高齢の祖母に感染させてしま
わないかすごく不安です。
政府やメディアでは、飲食店などについてばかり扱いますが、一番感染する可能性が高くリス
クが高い場所は職場と職場に向かう為に利用する公共交通機関(通勤)だと思います。
正直言って、去年からずっと会社内にいることが怖いです。
職場で同僚やお客さんに移されないか心配です。
そして、通勤の電車内で感染してしまわないかすごくすごく不安で恐怖でいっぱいです。
しかし、政府はテレワークの実施をするようにと促すだけで企業に対して強く要望する訳でも
なければ、テレワークの導入を義務付ける訳でもありません。
事実、テレワークを実施している企業は一部で、かつ一部の業種だけです。
また、今回の緊急事態宣言においては昨年の宣言時よりもテレワークを実施する企業も少ない
と感じます。
限られた業種や企業、限られた社員だけではなく、多くの企業においてコロナが終息するまで
はテレワークの実施を義務付けるような強力な取り組みを政府には是非行って頂きたいです。
そして、通勤時の不安もなんとかして欲しいです。
非常に狭い空間に換気も悪い中、多くの人が利用する電車やバスは非常に不安でたまりませ
ん。
このような空間にいれば、感染するのは時間の問題ではないかと思います。

1/10/2021 7:42:40 30代

男性

会社員

働き方

この通勤の問題を解決するのも、テレワークの実施や時差出勤の強化などによって改善しても
らいたいです。
現在コロナ禍にて推進されているテレワークや在宅勤務について課題提起したい。現在国は会
社へテレワークなどの推進を促し会社は社員に推奨を行っているが、システム構築は会社、自
宅における環境整備「PC.ウイルスソフト、光熱費等」は社員側への負担として重くのしか
かっている。
国策として推進するのであれば、少しでも補助や年末調整における控除の拡大等負担の軽減に
努めてほしい。
よろしくお願いします

1/10/2021 8:30:28 40代

男性

セラピスト 働き方
個人事業主

①高齢者、中高年、若年層のカテゴリに分け、そのカテゴリを接触させないように行動制限
をかける
→若年層は無症状が多いので有れば、そのカテゴリ内で接触しても無症状なはず。その若年層
には経済活動をバンバンやってもらう。逆にリスクのある高齢者はワクチン接種及びワクチン
の効果が確認できるまで自宅ロックダウン。

1/10/2021 13:30:02 50代
1/10/2021 14:03:12 30代

男性
男性

自営
会社員

コロナの疲弊による将来の日本
最近多少は電車の乗車人数が減っているが、満員電車内でずっと喋っている人が散見される。
飲食店の営業にだけ罰則を設けるのではなく、リモートワークの実施状況にも罰則を設けてほ
しい。
もちろんリモートワークが導入できない理由書の提出などで免除する制度は必要。また理由書
が正当であるかを判断する人員を臨時で雇うことで、失業者への救済にもなると思う。生活保
護での救済だけでなく、(臨時でも)職を用意するのも検討して欲しい。

働き方
働き方
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年代

性別

ご職業

1/10/2021 15:20:48 40代

女性

事務

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方

1/10/2021 16:08:44 40代

男性

会社員

働き方

1/11/2021 9:14:05 30代

男性

会社員

働き方

タイムスタンプ
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あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

派遣社員の処遇

緊急事態宣言下では多くの派遣社員が自宅待機となりました。
殆どの社員は多少ボーナスの減少などがあるにしても生活に困るこ
とはありませんが、もともと社員の半分程度の年収しかない派遣社
員はまさに弱者だと切実に感じました。
国民への給付金は一律ではなく、例えば年収300～350万以下位のも
のを対象に行っていただきたいです。充分生活できる人に給付して
もほぼ貯蓄に回っただけだとシンクタンクでも発表されていまし
た。
そして、改めて派遣法改正が改善されていないことをご報告いたし
ます。
アルバイトとは違い、事務職と同じような事務を長期で任されてい
る派遣社員であればある程度社員に近い時給を期待していました
が、結局平均1600～1700円程度しかいただけません。これが交通
費、将来の退職金等も含めた額というのです。当然ボーナスもあり
ません。派遣会社がどのくらいマージンとっているかわかりません
が、これでは生きるのがギリギリです。
派遣会社が、何かと理由をつけた算出方法で結局今までと変わらな
い時給しか払わないようにしています。
緊急事態宣言下でも例えば決算で出社をして業務したり会社に貢献
したのは派遣も同じです。せめてボーナスを支払っていただいても
バチは当たらないと思います。
主婦がお小遣いかせぎで働いている人は別ですが、ある程度幅広く
社員に近い仕事をしてきた派遣に関しては正しく評価と処遇をする
よう、派遣会社及び企業(特に体力のある大企業)に働きかけていただ
けませんか？
それでも、一人社員を雇うより派遣を使った方が経費は少ないはず
です。
国が主導する入札等のイベントは緊急事態宣言が継続する限り、期日延期（命に関わる業界は 何卒よろしくお願い申し上げます。
エネルギー業界に勤務しております。
https://sites.google.com/vie
除く）
再エネ海域利用法に基づく洋上風力の入札が2021年5月に迫っており w/withoutcorona/home
ます。
コロナ対策全般の話です
またこれに付随する、同法上の「促進区域指定」のプロセスも例年 が、2020年4月の緊急事態
通り実施される見通しである為、事業者は緊急事態宣言下に於いて 宣言時と同レベルで人と人
も通常出社、また緊急事態宣言エリアから地方へ出張し、地元関係 の接触を減らし、終息させ
者と面談を継続している例が多数見られます。地元関係者側では一 てから経済を回すべきだと
次産業従事者が多くテレワーク環境も整備されていない中、入札等 考えます。それでも飲食や
の競争に勝つ為に緊急事態宣言下でも直接の面談を優先する会社が 観光にダメージを与えない
多い様です。国主導のイベントであれば、医療など命に関わる業界 方法は、自粛でこれら業界
を除き原則緊急事態宣言が継続した期間分はスケジュールを延期し に回らず貯蓄されたカネを
て頂く方が、緊急事態宣言の効果が骨抜きにならずに済むと考えま 政府が債券発行して借上げ
す。同様の事例が他の業界にもあるかと思われます。個々の事例は た上、これら業界に給付す
監督官庁ごとの判断としつつ、原則スケジュール延期を国が打ち出 ることと考えます。終息後
す方が良いと考えます。
に経済を通年以上に回し、
これら債券を償還すること
は可能です。
具体的な数値例や、上記概
念をモデル化し、上記IRL
のサイトに載せています。
もしご覧頂ければ幸いで
す。

事業活動を行う上で何が必要不可欠なのか、不要不急なのかの判断がついていないと感じる。
企業においては職場でクラスターを発生させ、事業活動を停止する事態を避けなければならな
いはずだが、対策も成り行き任せである。外出の必要性判断ノーチェック、マスクをせずに会
議に参加、消毒液を設置しているが使わない人は使わないなど、上司や同僚の対策不足が目に
つく。厚生労働省から職場での感染対策に関するガイドラインや対策チェックリストが発出さ
れているが、中小企業を中心に実際には現場に行き届いていないのではないかと感じる。企業
にオフィス、店舗ごとに感染対策の内容を提出させ、必要ならば指導や支援するような体制は
取れないかと考える。ウイルスとの戦いは長期戦だと思います。労働者が働くことに不安を感
じる職場では事業活動の継続にも不安があると思います。
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タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
働き方
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性別

ご職業

1/11/2021 16:15:59 30代

女性

会社員

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/11/2021 17:17:38 20代

男性

システムエ 働き方
ンジニア

テレワーク導入への支援と実施しない企業への罰則が必要だと考えている。
7割テレワークが推奨される中で、テレワークの導入が遅々として進まない企業もある。弊社
はIT企業として昨年4月に即座に対応することが出来た。弊社は金融機関系であり、金融イン
フラを守る観点からも出社せざるを得ない側面はあり、それでも今般まで出社率5割以下を維
持してきた。ただし世の中的には、昨年の緊急事態宣言解除後は電車に人が戻り、今般の緊急
事態宣言後も大きな減少が見られない。もちろん弊社のようにテレワークできない業種職種と
いうのもあるだろうが、そもそもテレワーク導入に対する知識不足、資金不足、あるいは意識
の不足というのが聞いて取れる。
新型コロナ感染症の封じ込めには徹底した人の移動の制限が必要である。そのためには7割テ
レワーク化を「命令」すべきである。数多の企業へのテレワーク導入への資金的・知識的な支
援は必須であると考えるし、それが出来るのに為さない企業へは、社名公表や過料等の罰則を
課す事が必要だと考える。
また、テレワークはオフィスから自宅等へ労働環境が移る。そのための生計支援は必要だと感
じる。

碁を好み碁会所に通っていたが、コロナ禍で既に数件の碁会所が店
を畳んだ。
観劇が好きで小劇場に足を運んでいたが、そうした人たちへの支援
も少ない。
自主制作漫画誌展示即売会等も中止に追い込まれ、運営者や印刷所
などが苦境に立たされ、中には閉めた印刷所もある。
大手しか生き残れない世界になっている。
庶民の文化・芸術を、そしてその多様性を、どうか護って欲しい。

1/11/2021 20:15:00 40代

女性

会社員

働き方

諸外国とのビジネス往来について

私の勤務先は監査法人です。
クライアントは世界各国です。
しかし、国内での感染者が甚大となっている今、ビジネストラック
を例外とせず、また菅総理がおっしゃっていた、変異種が発見され
たら対応という後手の対応をするべきではないと思います。
ビジネストラックが止められれば、法人としての業務なども、昨年
以上にハードになることは既に予想されます。
しかし、全ては人命あってのことです。
一刻も早くビジネストラックを含む出入国を止めていただきたいと
思います。

1/11/2021 20:35:11 20代

男性

会社員

働き方

テレワークの拡大、一般企業の残業時間や休日出勤の低減

外出を自粛しろと言ってステーキ会食をした菅首相だが、信頼がな
いので退陣するべき。

参考にすべき著作や文献等

課題:課題というか不安要素だが、昨年春の緊急事態宣言の影響で昨年中は3度も仕事を変える
羽目になった。今回の緊急事態宣言は中身は全く別物とはいえ、その6文字が経済に与えるイ
ンパクトは絶大で、また働き口がなくなるのではと感じている。
解決策:医療崩壊が緊急事態宣言の主な理由なら、宣言解除かワクチン接種開始のタイミングで
指定感染症から外すか、インフルエンザと同等の5類にすべき。実際神奈川と東京では保健所
がオーバーワーク気味になり接触者追跡において5類相当の運用を開始するとニュースになっ
ている。

https://youtube.com/chann
el/UCOUkKE3J_klvYIJ7Yv
g1GBg

西村経済再生相がテレワークを推奨しているが、出勤しないとでき
ない仕事が沢山ある。働く現場も見てほしい。
河野行革相だが、政治家自身がテレワークしていて呑気に思える。
通勤している人も沢山いるのに。まずは国民優先だと思う。
紙の文化が未だに残っている為、テレワークが難しいケースが多
い。働き方改革、テレワークの拡大の為に、紙の文化を今すぐ、完
全に廃止するべきだと思う。
海外へのビジネス従来も停めて欲しい。
通勤電車だが、全然人が減っていない。正直、通勤するのも怖い。
衆院選で自公を破り、立共国社連立政権を実現させてほしい。

1/11/2021 20:48:41 20代

男性

製造業

働き方

中小企業の廃業と技術自給率の低下

エネルギーや環境問題を解決しようとすると中国企業が儲かるよう
になっている。中小企業の仕事が海外に奪われ技術と職場が失われ
ている。依存度が上がれば上がるだけ悪循環になってしまうのを現
場で危惧しています。政治がどこまで介入できるか分かりませんが
今のうちから対策を行って欲しいです。
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1/11/2021 21:49:18 50代

男性

1/11/2021 22:09:55 20代

男性

会社員

1/12/2021 6:31:17 40代

男性

フリーラン 働き方
ス

働き方
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あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

緊急事態宣言について。都道府県単位で出しているのに疑問あり。千葉県の市町村ではコロナ
発症者が少ないもしくはゼロの地域があるし、茨城県は東京への通勤圏での発症者が多いのに
緊急事態宣言の地域になっていない。都道府県単位ではなく市町村単位で出すべき。
【コロナの指定感染症延長に反対します】
以下の理由により新型コロナウイルスの指定感染症延長に反対する。
①感染症としての前提が揺らいでいる
本感染症は武漢から広まったウイルスが原因と報道されているが、どの研究機関もこのウイル
スの分離には成功できていない。国立感染症研究所で分離に成功したとの記事があるがこの論
文が発行されていないために、根拠として不明確である。(米CDCはいまだに分離できず)これ
ではこのウイルスそのものに病原性があるのかすらはっきりしないことになる。この状態で
Genバンクに登録された遺伝子情報だけをもとにPCR検査を続けることは国民に対しての詐欺
行為である。また新型コロナウイルスとされているRNAウイルスは変異が早いため当初の遺伝
子情報を元にしたPCR検査ではもはや検出できなくなっている可能性が高い。またこれにより
PCR検査を前提としている無症状者による感染拡大の科学的根拠も信ぴょう性が薄いと考え
る。
②指定感染症と考えるにはリスクが大きい
コロナウイルスはインフルエンザの1万人と比べても3500人ほどと死亡者数が少なく、基礎疾
患のない若年者にはほとんどリスクがない。また死亡者もほぼ平均寿命であり他の２類のエボ
ラや鳥インフルエンザには遠く及ばない。それに引き換え指定感染症にすることでさまざまな
リスクや弊害を及ぼしている。全国に160万床あるのに対し、コロナで使える54000床ほどで
わずか3.3%にしか及ばない。無症状者や軽症者にこれらの措置をすれば、医療資源が不足す
るのは当然の帰結である。また自粛要請などにより、飲食店や観光業、学生の暮らしの自由を
奪っている。失業や外出自粛などの影響で自殺者数は前年度8-10月の比で23.2%も増えてい
る。そもそもこのような致死率の低いウイルスの防疫を考える場合には、例年のインフルエン
ザと同様に集団免疫の獲得をゴールとするべきであり、感染＝悪とするようなゼロリスクを求
めるべきではないと考えます。
この大きな2つの理由により、新型コロナウイルスは指定感染症から外すべきであり、ウイル
スの根拠を明確にしインフルエンザなどと同様の対応を目指すべきである。

①いきいき健康チャンネル
『新型コロナウイルスは実
在するのか？』・・
https://youtu.be/g4yhukDp6
co
②新型コロナウイルス対策
ダッシュボード・・
https://www.stopcovid19.jp/
③自殺の統計＠厚生労働
省・・
https://www.mhlw.go.jp/stf/s
eisakunitsuite/bunya/hukus
hi_kaigo/seikatsuhogo/jisat
su/jisatsu_new.html

・医療従事者およびその家族への差別禁止および差別へのペナルティ
お疲れ様です。
←受け入れ医療機関を増やすため。厚労省エース久米隼人氏のTwitterにて受け入れ医療機関が 岐阜2区大谷由里子さんの手伝いをしています。
増えないの医療従事者への差別も一因と指摘
https://twitter.com/kumehayato/status/1346655737028759553?s=21
以下活動の中で気づいた国民民主党の活動に対する提案です。
保育園からの拒否などもあり
・党内でのグループウェアの導入
・患者本人およびその家族への差別禁止および差別へのペナルティ措置
政治活動および選挙において候補者本人にしかできないことに集中
←濃厚接触者および患者として、職場やに知られると解雇される恐れにより、休めないなどが してもらうため
出てくるため
国民民主党の政策および選挙戦術を候補者や支援者に素早く共有す
るため
・変異株は子供にも移りやすいと想定されるため学校の休校措置
政治活動および選挙活動を円滑に進めるため党本部・地方間・支援
ご参考
者間の意思疎通を促進させるため
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20201222-00213903/
・市中感染期において、至近距離にてマスクをせずに会話して飛沫を浴びせるなど感染可能性 ・重要テーマにおける今回のようなパブリックコメントの実施およ
のある行為を『ハラスメント』として法的に位置づけ。
びフィードバック
またはこのようなハラスメントをする者に対して事業者はサービス拒否できるよう明確化
政治不信の原因に政治家は自分たちに声を聴いてくれていない・距
・職場における従業員間の感染対策・保護、環境づくりを使用者に義務づけ
離感を感じているが考えられますが、今回のようなパブリックコメ
←職場の休憩などで感染が広がっているため
ントはそのような不満に応えるものと考えられます。
対顧客では業種別ガイドラインで行われているものの従業員間における感染対策はあまりされ
ていないものと思われる。感染対策は安全配慮義務に入ることを明確化。また飲み会・会食の また自民支持率と個々の政策の支持には大きな乖離が見られます。
強要などをさせないため
自民党はいわば抱き合わせ商法をしているわけですが
ここに、個別政策に対して自分たちの意見を反映できる政党があれ
・企業におけるテレワークなどのコロナ対策において正規と非正規の差別禁止
ば
←正規社員にはテレワークをさせるが、非正規社員には個人情報保護の関係する仕事を押しつ これまた不満に受け皿となり得ます。
けてテレワークをさせない事例多数のため
（本当は個別政策ごとに党の投票ができればもっと面白いですが、

21 ページ

働き方（95件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 10:39:22 70代

男性

無職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

1/8/2021 10:47:56 60代

男性

自営業

医療

飲食店への時短などは、良いですけど 事業者に粗利保証しないと 潰れます。 国民を守ら
ない菅政権だと思いますよ。 それと 病院については 杉並区のモデルを参考にするとよ
い。
区が赤字補てんしますから コロナ患者も受け入れやすい。 実際コロナ病床も 4
床から 最大79床になっています。 政府が財政出動し、赤字を補てんしてあ下れば良い。
なににしろ 馬鹿げた緊縮財政を止める事です。 飲食店にも 粗利保証すれば 潰れないで
済みます。

1/8/2021 12:20:34 30代

男性

会社員

医療

ここまで国民に危機感がないのは、政治家の影響が大きい。自分たちは会食okで国民はダメっ
て、そんなの通るわけがない。こういう与党を野放しにしている野党にも問題がある。そもそ
もなんで政治家を目指したのか原点に帰って考えて下さい。

1/8/2021 12:25:05 30代

男性

会社員

医療

指定感染症としての取り扱いについて

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

不安解消のための医療体制の補強

日本の感染状況は欧米から見れば大成功。またハードソフト共に医
療資源も欧米並み特にベッド数は世界屈指、にも拘わらず医療崩壊
と騒いで「不安」を煽る？医師会にメスを入れる必要がありません
か？コロナ対応稼働率が3％未満というのは幾ら困難を並べてもこの
緊急事態に少な過ぎませんか？
疫病感染そのものの対策は政治では注意喚起以上は限界があるで
しょう、自然災害と同じで畢竟個々人が自分の生命と健康は自分で
守るしかないのいですから。
政治がなすべきはセーフティネットの完備であり、なによりもこの
疫病に対する要らざる不安を取り除くことではないですか？
まずは対応率を5％とすること、（中国が武漢に作ったような）大型
（国立）疫病対策センターを拠点拠点につくることを推進して下さ
い。

参考にすべき著作や文献等

http://agoraweb.jp/archives/2049617.h
tml?fbclid=IwAR3CQPOIgS
Bp7XGmknnqBeDLTYTs3p3ItPLqd26
BC6U74gRo0kQmhlihMM

全国保健所長会からも要望が出ておりましたが、医療崩壊医療崩壊
とマスコミは無責任に騒ぎ立てますが、問題は新型コロナをエボラ
出血熱などのような1類と同様の扱いをしていることではないでしょ
うか。
日本は欧米と違い公立病院は2割もなく、私立病院が圧倒的に多い中
で、今現在コロナ患者の受け入れなどを行なっている病院は殆どあ
りません。
指定感染症の取り扱いという問題がありますので、病院経営のこと
も考えると仕方のないことかと思います。
しかし、春先からずっと医療崩壊と騒いできたわけです。
日本医師会もよくマスコミには出てきて喧伝していますが、あの
方々の病院ではコロナ患者など受け入れておりません。
無責任極まりないです。
昨年の8月に一度安倍さんから指定感染症の見直しをするという発言
がありましたが、菅政権になって全く聞こえなくなりました。
どこの圧力なのかなんなのかわかりませんが、本当に医療崩壊を食
い止めるのであれば緊急事態宣言などではなくそちらの整備がまず
第一ではないのですか？
もちろん5類でインフルエンザと同等の扱いにすれば感染者数自体は
膨らむでしょう。
ですが、現状インフルエンザより死者数が少ない病気を感染者数な
んていう数字だけ怖がってどうするんでしょうか？
医療従事者の方々がー というのなら、コロナ受け入れ病院を増や
すのが最優先であり、そのためには指定感染症の見直しが不可欠で
す。

1 ページ

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:31:20 40代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

政府の悪事

政治家の利益による国策は国民を殺すものである。
1、利権のため富士フイルムを徹底的に除外し特効薬であるアビガン
を承認しない
2、全ては二階の利権による忖度で旅行飲食業界だけをピックアッ
プ。二階の中国の恩義の忖度までしてインバウンド狙いの中国から
の入国歓迎
3、我々が納めた税金を自分のものだと思っている政府。それは我々
の金だ。納税の義務を無くしてほしい。

参考にすべき著作や文献等

これらの政治家の闇は野党もご存知の通りだと思うが、この悪事を
やめさせることは困難であると思う。
しかし、コロナ対策として
絶対に 一律給付金とアビガンは やってほしい！！！

私の考えはこうです。
コロナの急変は早く死に至ります。
地域の病院でアビガンを処方できる体制を！
そうすれば重症化する人が減る
病院が崩壊することがなくなる
アビガンがある安心感で経済も回せる
一石二鳥どころかもっと世の中が改善します！
これを承認するだけで劇的に変わります。
人と人は繋がるべきなのです
コロナ陽性になっても治る薬があるのが大切だと思います！
どうかこれを考えてほしい。
アビガン使っている国のデータを見ればわかってくれると思いま

1/8/2021 12:32:57 30代

男性

公務員

医療

今の新型コロナの区分を２類相当からインフルエンザ並みに5類にできませんか？
特定の医療機関しかみれない疾患でしょうか？

1/8/2021 12:39:34 20代

男性

学生

医療

cocoaは2000万インストールされているようですがクラスター発生を未然に防ぐにはもっと多
くの人が使うべきだと思います。しかしいくら呼び掛けてもインストールしない人はしないと
思います。
大金かけてでもLINEに依頼してアプリ内機能にcocoaを組み込んでもらうとよいと思います。
LINEを使っていない人は従来通りcocoaのインストールを推奨し、LINEをやっている人は
LINE内の機能にcocoaを組み込むことでcocoaのユーザー数が少なくとも国内でLINEのユー
ザー数(8600万人程度)にはなると思います。

1/8/2021 12:42:12 20代

男性

会社員

医療

医療関係者の負担を考えると、災害時のトリアージ的な事をする必要があると思う。死亡リス 医療関係者や地域のこの事を考えて自粛をされてる方には対価を
クの低い方は家で待機してくれみたいに
ちゃんと支払う必要があると私は思う
そして、この状況になったらこうするみたいな予定案も作る必要があると思う
頑張ってこられた方がちゃんと報われるようになって欲しい
(例 感染者が１日一万人増になったら40代までの基礎疾患が無い方は自宅待機とか)

1/8/2021 12:43:50 30代

男性

団体職員
（医療関
係）

医療

現在、発熱患者の診療体制確保のために厚生労働省が「発熱患者の外来診療・検査体制確保事
業」を行っており、発熱外来を設けている医療機関に1日最大20万円の補助金が支給されるこ
とになっています。

https://blogos.com/blogger/
tefujita/article/

しかし、この事業は発熱患者を1人診るたびに1.3万円が減額されるスキームになっています。
厚労省の言い分は「実際に患者を診療した分は診療報酬から手当てされるため、減額してよ
い」との考え方のようですが、例えば発熱患者1人を診て得られる収益は初診料＋トリアージ
料でたかだか6,000円程度です。患者を診なければ診ないほど得になり、地域のために頑張っ
ている医療機関に報いるような制度設計になっていません。
コロナの入院患者を受け入れる医療機関への支援も大切ですが、地域で通常の医療を担いなが
らコロナ疑い患者のファーストタッチを担っている、いわば、後方支援を行っている医療機関
にも、適切な評価が必要と考えます。

2 ページ

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:44:59 20代

男性

学生

1/8/2021 13:01:04 30代

男性

介護福祉士 医療

お疲れ様です。初めてメールをします。現在浮き彫りに成っているのは，医療資源の脆弱さだ
と思います。私は今民間の病院で働いております。診療報酬の削減が続いており，看護師さん
をはじめとする医療従事者の給料は増えておりません。そこにコロナ禍による病院の収入減に
よるボーナスカット，風評被害による社会的差別が起こり，医療従事者は疲れています。今後
似たような事が起きたとき，誰が治療の最前線で働こうと思いますか？先ずは削られている診
療報酬を増やし，医療従事者の待遇を向上し，医療人材を確保しやすくするべきだと思いま
す。この考えは玉木代表のお考えにも一致すると思います。その上で指定感染症2類を外し，
どの病院でも診れるようにし，一部の医療従事者だけに負担を押し付けないようにするべきで
す。

1/8/2021 13:26:35 30代

女性

薬剤師

日本は民間病院が8割で、その1割しか今回コロナ対応をしていないと医療ジャーナリストの
方々もおっしゃっています。（森田洋之先生の意見はぜひ党内で共有していただきたいです）
もうこれ以上本当にコロナ対応出来る医療機関を増やすことは出来ませんか。出来ることはす
べてやったと政府は言い切れるのでしょうか。
一部の医療従事者にだけ過度な負担を押し付けること、そして国民だけに過度な自粛を要請す
ることは早く辞めなくてはいけません。

医療

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

またこのコロナ禍に於いて，経済的打撃を全国民を受けているの
で，再度の定額給付金を数回と消費税廃止か減税が必要だと思いま
す。また財政拡大による日本のインフラ整備，医療資源への投資，
介護業界への投資が必要だと思います。

コロナ論，コロナ論2,

cocoaは2000万インストールされているようですがクラスター発生を未然に防ぐにはもっと多
くの人が使うべきだと思います。しかしいくら呼び掛けてもインストールしない人はしないと
思います。
大金かけてでもLINEに依頼してアプリ内機能にcocoaを組み込んでもらうとよいと思います。
LINEを使っていない人は従来通りcocoaのインストールを推奨し、LINEをやっている人は
LINE内の機能にcocoaを組み込むことでcocoaのユーザー数が少なくとも国内でLINEのユー
ザー数(8600万人程度)にはなると思います。

解決策としては、無症状軽症者が圧倒的に多く、死亡率が相当低いことも踏まえ、毎年のイン
フルエンザシーズンと同様の対応をすることです。どこの病院でも普通に診察してもらえる。
そうすればあの病院からコロナが出た！とかそういった偏見も薄らいでいき、国民が本当の意
味でちょっと注意しないといけない感染症としてインフルエンザのようにコロナを受け入れる
ことが出来るようになるはずです。特殊な扱いをして、見てもらえる病院も限られ、毎日PCR
陽性者を感染者と報道しているうちはこの偏見は無くなりませんし、終わりません。
8割を占める民間病院の協力なくして、この感染症と戦うことは不可能です。ここに是非踏み
込んで欲しいです。

1/8/2021 13:34:41 40代

男性

自営業

医療

まず、緊急事態宣言は憲法違反です。憲法に記載が無いにも拘らず憲法で認められた私権
新型コロナを指定感染症から外すこと、積極財政に舵を切ること、
（営業の自由、移動の自由）が大幅に制限されるからです。もし同様のことがやるなら憲法に もっと恐ろしい感染症流入時のために改憲が必要であることなどを
緊急事態条項を追加してから出すべきです。
述べさせていただきました。
次に、事業者に補償するなら予算が問題となります。国債発行は税収の範囲内に制限する財
政法4条が足枷となります。これを撤廃しない限り十分な補償は無理です。補償した場合もコ
ロナが一旦落ち着いた時にはコロナ大増税が予測されます。財源問題を解決するには財政法4
条と財務省設置法を撤廃すべきです。
さらに新型コロナウイルスの正体を見誤ると解決策も間違えます。新型コロナはインフルエ
ンザと比較すると、感染者も重症者も死者も少なく安全なウイルスです。インフルは年間
1000万~2000万人が罹患（軽症や無症状を含む）し、1万人が亡くなります（関連死を含む）
が、新型コロナでは全PCR陽性者を感染者だと誤認させる報道を続けており、死者数について
は別に死因がある人の遺体からウイルスDNAの欠片でも検出されたらコロナ死にカウントする
というペテンを行っています。つまり全く恐ろしくない新型コロナを過大に恐れさせた上で私
権制限を行い、過剰な自粛により倒産・廃業・失業・DV・虐待の犠牲者を増やし、自殺者も
激増させています。今叫ばれている医療崩壊の危機も新型コロナを指定感染症2類に分類して
いるから、指定された医療機関でしか診られないために起こっています。従って医療行政とし
ては、新型コロナを指定感染症から外すか、インフルエンザ相当まで引き下げるかすれば解決
します。このことを認めて全日本国民にアナウンスしないと、過剰自粛が続いて経済苦による
自殺者が増え続けます。コロナ死と経済苦による自殺者では、一体どちらが犠牲者でしょう
か？

3 ページ

コロナ問題を考えるにあ
たっては、「コロナ論」
「コロナ論2」「新型コロ
ナ・専門家を問いただす」
は必読書です。積極財政に
ついては藤井聡氏の著書が
参考になります。憲法改正
は山尾議員の「立憲的改
憲」が必読です。

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 14:04:57 50代

男性

廃業SE

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

医師会、厚労省の構造改革

国民の福祉lを重んじるのが
国家の勤め
逆に国民の人権を侵害し
医療改革のツケを
国民のj自粛に責任転嫁している
今の政府、医師会
また
野党も
根本的問題を取り上げず
予算や、政権批判に終始している

指定感染症の見直し５類へ

参考にすべき著作や文献等

医療改革、医師会が自らの勤めを果たさず
国民に犠牲を押し付けたことを
糾弾すべきである。
また
指定感染症5塁への見直し
必要な予算案を
同時並行的に行うべきである。
感染症対策の指針は
大橋真教授
武田邦彦教授等の意見を伺うべきであり
分科会の指針を根本的に
見直しする事を推し進めていただきたい。

1/8/2021 14:06:29 40代

男性

会社員

医療

日本では世界一の病床数を持ちながらも、新型コロナ感染者対象病床数はかなり低い水準と報
道で聞きました。
医療従事者ではありませんが、これまで必死に頑張っていただいている医療従事者のためにも
是非医療体制、感染者受け入れ体制の対応をしていただきたい。1年間政府は何をしていたん
だろうと思ってしまいます。
経済対策ももちろん重要ではありますが、まずは医療体制の整備だと思います。財源は使われ
るべきところで使うべきと切に願います。

野党に求めるのは
政府にできない視点を持ち
批判だけではない、提案型の国民民主党･･･とても支持しています。
数のチカラに負けないでこれからも是非頑張ってください。応援し
ています。

一般的な意見ですみませんm(_ _)m
1/8/2021 15:50:40 40代

男性

医師

医療

新型コロナウイルス対策に関し、感染症予防法に基づき、大至急重症病床を拡充する必要があ 緊急事態宣言下であれば、臨時医療施設を接収できるため、東京や
る。
大阪などでいくつかの中規模病院を速やかに接収して新型コロナ専
門病院にすべきです。これまでの経過から見ますと、重症患者数は
新規感染者数から数週間遅れて動き、新規感染者数のピーク時の重
症者数から倍ぐらいまで増えることが分かっています。すなわち、
新規感染者数が今ピークアウトしても数週間後には重症者数は現在
の倍になるということです。このままではオーバーシュートは確実
です。迅速に積極的な手を打つ必要があります。

1/8/2021 16:05:37 40代

女性

自営業

医療

コロナをインフルエンザと同等の5類相当にし、ワクチンよりも治療薬の保険適用を早めて欲
しい。当初話題になったアビガンやメフロキンはどうなっているのか。

https://www.m3.com/open/c
linical/news/article/821386/

効果に疑問のある海外ワクチンより、国産の治療薬に予算を注ぎこむべき。
死亡率でいえば従来のインフルエンザのほうが高いのに、タミフル等があるため人々はパニッ
クにならない。
国産の治療薬があれば、コロナで緊急事態宣言など出さなくても良くなるはず。
厚労省の態度も、マスコミの報道姿勢も、大いに問題がある。

4 ページ
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国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

1/8/2021 16:19:25 50代

性別

ご職業

無回答

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

医療崩壊とその解決策

元医療者として、できるだけ簡単に早期対策を提案します。１．保
険点数制度の廃止。医療機関には前年と同様の補償額以上の金額を
政府が出す。保険の窓口回収の廃止。２．厚労省の医療機関への干
渉を廃止。療養担当規則等、全てを廃止し、厚労省は医療機関に対
するあらゆる指導を禁止し厚生局は廃止する。個別指導等近年恫喝
と同様の組織は解体。３．医療機関は治療と診療行為にのみ集中を
できる環境を整えるための手助けをするための『公的組織』を作
る。医療機関には補佐のみとして干渉はさせない。

参考にすべき著作や文献等

１。れいわ新選組の山本太郎氏が戦後初めて政府が医療機関の収入
を補助補償をすることを訴えました。非常に素晴らしいのですがそ
れだけでは無理です。
2番目はヒラリークリントンが1990年代に指摘したように「イエスキ
リスト並みの奉仕精神がなければ勤められない異常な労働環境と医
療行政」を根本から廃止する事。財務省や厚労省が事実上医療行政
を支配する体制を破壊する事。
３．医療機関は根本的に人手が全く足りない。これを満たすには10
年かけて医学部だけでなくスタッフを育てる必要がある。しかし近
年ずっとはただでさえ足りない医療労働者達が積極的に『逃散とい
う退職』がおきている。まずは辞めようとしている人を引き留める
必要がある。そのために最も必要なことは、

1/8/2021 16:40:29 30代

男性

医師

医療

シンプルに言えば、
１．必要な資金を必ずその場で出す事。２．労働待遇の大幅な改
善。３．政府の医療に対する干渉（診察診療妨害といえる多量の書
類作成や手続き、診療治療と関係のない資料の提出等）と行政処罰
香川県で医師として働いています。

医療関係者のサポート体制

正直言ってコロナ疑いも含め患者さんの診察が怖いです。
①自分がコロナにかかってしまった場合の収入の減収に対する補償
がない
②周囲からの医療関係者に対する差別（子供が保育園に預かっても
らえないなど）
志を持って診療、診療支援にあたろうとしても、自分が感染した場
合のデメリットを考えた時には精神的にかなり恐怖を覚えてしまい
ます。
①医療従事者に対する支援金の拡充、休業補償の拡充
②医療関係者がいつでも子供さんを預けることが可能な保育施設の
整備
③医療関係者のための検査体制の拡充、支援
医療関係者が、安心してコロナ患者様に対応できるような支援体制
の整備をお願いします！

1/8/2021 17:26:28 40代

女性

看護師

医療

指定感染症2類相当であることによって、ごく一部の病院で医療崩壊しています。
5類にしてくれれば即時解決します。
テレビはコロナの恐怖を煽り過ぎ、国民が強迫神経症のようになっています。
医療の偉い人達からではなく、現場の声を聞いてください。みんな限界です。
うちの病院はもうずっと面会謝絶です。みんなボケていきます。家族に会えず生きる気力を
失って、死ぬ直前にならないと家族を呼びません。これが高齢者を守るということですか？た
だ長く生きていればいいんですか？
今の時期に亡くなる方は、どんな病気でも老衰でもこんなひどい状況です。
こんな毎日に耐えられません。

5 ページ

テレビはおかしいです。
医師会会長も看護協会の会長も、いい給与だけもらっていて実際に
は何もしてないで、危険だと言ってるだけです。老害です。ひどす
ぎます。
若い人達を助けてあげてください。
高齢者には尊厳を与えてあげてください。

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 17:30:43 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

新型コロナ対策ですが、いつまで緊急事態宣言を繰り返しているつもりなんでしょうか？も
う、こんなのうんざりです。
PCR検査で陽性だからコロナなんて訳ないじゃないですか。やるならザル検査では無く徹底し
た検査をやって欲しいです。
後、いい加減コロナを指定感染症から外すように要請をお願いします！
本当にこんなふりまわさるれる生活はうんざりなんです。
宜しくお願いします！！

1/8/2021 17:54:15 30代

男性

接骨院
営業

1/8/2021 18:08:41 50代

女性

主婦

1/8/2021 18:24:33 40代

女性

自 医療

コロナ慰労金

接骨院で働く柔道整復師は医療保険取扱をしてコロナ感染対策もし
ながら施術していますが、慰労金の対象外というのはおかしいと思
います。
今回の飲食店だけが時短すれば補償がもらえるというのはおかしい
と思います。
早くコロナを終息させるなら全国一斉に休業要請を出すべきだと思
います。
無利子無担保の融資受けましたがこれから返済が始まります。コロ
ナは昨年4月よりも感染拡大していて収まるまでは患者さんがまた
戻ってきてくれるかわからない不安が大きいです。
対策を、お願い致します。

医療

危機意識の共有

玉木代表 お疲れ様です。
私は姫路市在住の一主婦です 主人は
会社員です。
昨日の菅総理の緊急事態宣言発出の会見全て拝見しましたが やは
り自分の言葉で呼びかけがなく 相変わらず 何も 心に響いてき
ませんし なぜ飲食業の時短要請が夜なのか まったく理解できか
ねます。
昼、夜関係ないと思います
また 総理は何の根拠があって 一ヶ月で 緊急事態宣言解除でき
ると 仰ってるのか 私自身は強くハンマー振り下ろすべきだと思
います。
そのほうが 経済もダメージが少なくて済むのではないかと感じて
います。
私共は昨年のコロナ初期の段階から ずっと緊張感途切れたことは
ありませんし コロナ疲れなど 行ってる場合ではないと思ってお
ります。
また 宣言後 海外のビジネス関係の方々をまた受け入れると
ニュースで見ました。
言ってること やってる事が真逆
これでは 若い方達は 反発するのも理解できます。
総理はどちらをみて政治されてるのか
信用できません。
玉木代表は 話しもわかりやすく 目力もあり 是非総理になって
ほしい
応援しております。
玉木代表も充分お身体ご自愛ください
頑張って国民守って下さい。

医療

医療崩壊について。新型コロナは公立医療機関で対応しているとの事で、医師、看護師不足が
深刻な問題となっています。今後また新型の感染症パンデミックが起こるかもしれません。医
療体制の強化が必要と感じました。公立医療機関だけでなく、そこの病床が埋まった時に第2
段階の受け入れ先として他の病院も対応できるような体制とシステム、また他の病気で入院さ
れている方をスムーズに転院させられる連携体制があれば良いなと思います。(もちろん、個
人が日々のコロナ対策をする事は当たり前だと思っています)
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医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 18:44:07 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
大学生（通 医療
信）・塾講
師
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

新型コロナウイルス感染拡大が全国へと広がりを見せている。
その中で、飲食店のみを休業要請をするのは飲食店への悪評に繋がる。
未だとして世の中にはマスクをつけない・外出自粛要請などを度外視し、外に出て騒いでいる
人々もいる。
また、通勤電車などもいわゆる『密』の状態を回避することが最近では難しくなってきてい
る。
ここは一度、生活に必要なもの（医療・食・などなど）以外の店舗に関しては休業要請をか
け、人の流れをストップさせるべきではないか。
また、教育の面に関しても対面授業ではなく「オンラインでの授業」に切り替え、少しでも感
染リスクを下げていくことが必要ではないか。
子供たちへも感染の広がりが少しずつではあるが出てきている。
いくら、重症化しにくいとはいえ基礎疾患をお持ちの方々が近くにいた場合は対応に苦慮す
る。
休業要請と共に補償金も用意し、人の流れを抑えることが必要ではないかと考えている。
これ以上、医療従事者への負担が増大しないよう、保健所等の負担が増大しないよう、御党含
め与野党全ての政党・国会議員の皆様に、国民から選ばれた代表者として責任感ある決断を頂
きたい。

1/8/2021 18:53:06 40代

男性

会社員

医療

医療従事者の負荷軽減が課題。

与党野党関係なく、一丸となって対応して頂きたいです。

医療行為以外の清掃や食事の準備、軽症者の相手を出来る人的資源を医療現場に投入出来る様
に特例措置をする。
限定的な法則でも良い。
国や自治体主導によって、ガイドラインで入場する際の装備や手順を規定、マニュアル化して
指導や補助をする。
マスクや保護服等の装備品や消毒液なども補助する。
人員は失業者や離職者から募集したり、航空会社やサービス業などの出向者で編成する。
とにかく議員の方に求めるのは法解釈の緩和や規定の創設。
業務を分けて医療従事者には医療行為へ集中して頂き、他の業務は国が指導する人間で対処出
来る様に限定的な規定を設ける。
同時に雇用を生み、一時的な受け皿とし、同時に感染症への対応の教育にもなる。
マスクや保護服などの買い上げなどで経済的な循環も進める。
以上です。

1/8/2021 18:56:31 60代

男性

会社役員

医療

コロナ渦における病棟の消毒清掃業務について。現在感染患者退院後の清掃や消毒を看護師が
担っている。これを防衛医大などの感染専門者によりレクチャーを未経験者が数日間受け、確
認試験を通過した者だけが看護師の代わりとして遂行するような事はできないだろうか。一部
の清掃業者がそれを考案しようとしているようだが、もっと早く構築し進めてあげなることで
看護師の不足を補えるように思う。
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国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 18:56:36 20代

男性

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

今の日本の医療の状態、新型コロナウイルスの特徴、感染対策方法、をきちんと理解できてい 私は、正直なことを言うと、選挙では、流動する1票を持っていると
る国民が少なすぎて、医療と経済のコントロールを、緊急事態宣言とGo to travelの繰り返しで 言えます。
しか行えないという事態に陥っていると考えます。
多くの流動層の1人の意見だと思ってください。
そのうえで、政権批判、政権チェックとしての役割を強調し、支持
ワクチンができるまでの間をなんとか持たそうというのが、現在の戦略だとは思うのですが、 者へのアピールばかりにこだわる現野党のやり方は、あまり賛同し
ワクチンの効果が思ったより得られなかった場合や、新型コロナウイルスを乗り切ったとして ておりません。
も次の感染症は必ず将来的に出現するので、その対策として、国民への、感染症対策の知識の そのため、与党寄りの人間ですが、現政権の今回のコロナ対応に関
普及は必須です。
しては、さすがに、目に余るものがあるため、こちらに意見を書か
せてもらいました。
現状では、クラスターや3密といった言葉が独り歩きしている状態で、何をすると感染し、何
をしなければうつらないかをきちんと理解している人が少ないです。
今回のコロナの対応がきちんとできるのであれば、政権交代を望む
流動層は多いです。
今回の緊急事態宣言では、飲食店の時短営業がメインという報道により、前回の宣言よりも効 しかし、支持者へのアピールが多すぎて、流動層へのアピール、す
果は少ないと思われます。
なわち、きちんとした立法をもとにした政策を推し進める力がある
本質として、飲食店で、お酒を飲み、大声で他人と喋ることによる飛沫の感染が原因となる、 ことを見せなければ、流動層は現野党への政権交代を決して望むこ
ということを理解できていない国民が、感染を広げています。
とはありません。
Go to travelに関しても、Go toそのものが感染拡大を助長したのではなく、感染の対策方法を 決して支持者へのアピールとして現政権への追及に尽力するのでは
きちんと理解できていない国民による飛沫感染が一因と思われます。
なく、きちんと専門家の意見を取り込んだ立法をし、自分達の考え
したがって、飲食店やGo toを一律に批判するのは、かなり的外れであると言えます。
る案の方が優れているというアピールをしてください。
日本人は幸いにして、同調圧力やマナーに従いやすいです。
少しでも暮らしやすい日本になることを祈っています。
前回の宣言では、自粛警察という言葉がうまれるほどの同調圧力で、実際に上手く封じ込める よろしくお願いいたします。
ことに成功しました。
しかし、あまりにも強力な圧力であったため、それを今回の宣言、あるいは、今後また再度感
染者が拡大した時にも、同じ圧力による成功を期待するのは非現実的と思われます。
であれば、現状必要なのは、
どの程度の感染対策をすべきか、をマナー化させて、普及する以外に、根本的な解決はできな
いというのが日本独自の現実的な対策となります。
医療崩壊を防ぐために、私立病院へコロナ患者の受け入れ指示をできるようにする。また、ク 自分の通院している私立の病院も内科のクリニックもひっ迫してい
リニックに対しても協力指示をできるようにする。その場合、当然協力した者への補償は必
る様子はないですし、他の方から同じようなことをよくききます。
要。
医療崩壊しそうなのは飽くまで国公立の医療機関であり、日本に国
公立の医療機関が少ない（国がコントロールできる機関が少ない）
のが元凶なのだと思います。なので、負担を私立へ再配分すること
が医療崩壊を防ぐ最善の方法だと思います。

1/8/2021 19:00:08 40代

男性

会社員

医療

1/8/2021 19:10:02 40代

男性

会社員

医療

新型コロナを指定感染症から五類感染症に格下げをするべきです。一部の感染症指定医療機関
に負担が偏り、肩や町医者は閑古鳥が鳴いている。
由々しき事態。
軽症者は開業医に診察させて、重症者の医療に重点を置くべき。
これを放置すると、来年再来年、また同じことの繰り返し。
国民の生活を早く元に戻すのが政治家の役割ではないのか。

1/8/2021 19:11:36 60代

男性

会社員

医療

①ワクチン接種の計画策定
米国のコロナワクチン接種は、年内の目標達成ができない可能性かあるとのニュースが出てい
ます。
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccines-distribution-idJPKBN28Y05R
日本ではそのようなことのないようにしてほしいですが、ワクチン接種をいつまでに、どこま
で完了させるかをどのように計画しているのか全く見えません。
政府の計画とその達成状況が見える化され、国民が監視できるようにしていただきたい。
②外国からの入国はすべて停止を
コロナ感染に特例はありません、どこから、誰からに拘らず、入国は禁止する厳しい措置をお
願いします。特例扱いで入国を許すような感染の抜け穴は許さない方針でお願いします。

1/8/2021 19:12:32 20代

男性

団体職員

医療

課題:コロナ対策
提案型野党として応援してます。
解決策：
私の意見も届いてほしいし、政権奪還を目指してほしいです。
・重症化しやすい65歳以上の高齢者の外出自粛要請および高齢者への宅配サービスの提供
・コロナ基金の設立。多くの人が医療、飲食、観光等でコロナに打撃を受けた会社や個人を助
けるための寄付金を集める。
・医者と看護師への給料を上げる。

8 ページ

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 19:14:17 50代

男性

自営業

1/8/2021 19:19:44 40代

男性

1/8/2021 20:08:44 40代

男性

1/8/2021 20:29:38 30代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

①コロナウイルスの指定を、季節性インフルエンザと同等にする。
②マスク、手洗い、手指消毒は従来通り行う。
③パルスオキシメーターを1世帯に1台配布するかまたは購入助成し、息苦しい症状が有れば
計測する。異常が有れば入院を優先する。
④収入減少、または失職し求職中の方には、待機期間を設けず失業保険の給付を行う。また
生活保護では無い生活支援金を給付する。
⑤ワクチン、治療薬の開発助成を行う。
⑥病床に余裕のある他県へ救急搬送を確立する。
もう既に考えられてる事かもしれませんけど。

医療

コロナ用ベットの増床。緊急事態下では少なくとも国がベット数の全体最適を管理すべき。特
に私立病院や個人開業医に指示できるようにすべき。

小売業

医療

コロナに対する医療機関への金銭面での支援は充実して来ていると思います。今後は特措法の
改正時にある程度の強制力を持ってコロナの診療をお願い出来る等のコロナを診療出来る病床
数を増やす事が必要と思います。
例えば大きな病院を国が借り上げてコロナ専用病院にする等。東京等の大都市では軽症者を隔
離する仮設病床を何処かに早急に用意し社会的検査を大幅に増やして無症状者や軽症者を隔離
していくべきと考えます。

男性

IT関係

医療

・医師会が政治活動に奔走し、コロナ受入医療機関の拡充という本来の仕事をしないこと
今回の緊急事態宣言には前回同様まったく納得がいっていないで
・中国をはじめとする海外からの入国を止めず、国民に無駄な負担を強いること
す、衆愚政治の極みです
・症状が出ていない人への野放図なPCR検査により、陽性者数が大幅に水増しされ無駄な負担
を医療機関にあたえていること
・モーニングショーをはじめとする報道機関の偏りがある煽り
→放送法違反で提訴し、放送停止する

1/8/2021 21:12:17 70代

男性

自由業

医療

今次宣言の目標、言い換えれば解除条件が不明なのが問題である。西村大臣の東京の1日感染
者500人以下発言だけ。総理の明言なし。前回は一律10万人の内感染者0.5人以下であった。
今回は都道府県別に解除条件を設定するのか？ステージ3になったかを、知事が個別に判断し
て解除を申請する？今後宣言対象府県が増えるので、一律明確な解除条件が必要ではないか。

1/8/2021 21:31:39 20代

男性

大学生

医療

医療従事者への経済的支援が手薄であると感じます。医療崩壊が起きつつある現状で重視すべ 飲食店の営業時間を午後8時まで短縮するという経済政策は、感染拡
きはGotoの延期ではなく、医療従事者への金銭的援助であると思います。
大の予防というプラスの影響よりも、潰れる店を増やすというマイ
ナスの影響の方が甚大になると思われます。

1/8/2021 21:32:25 30代

男性

会社員

医療

国産のワクチン開発状況について、どのぐらい進捗しているのか？

最近、円相場が円高ドル安傾向です。
このまま行けば、1ドル=100円を割り込む可能性があるので、政府・
日銀に対して追加の金融緩和と財政出動をお願いします。

1/8/2021 21:32:42 40代

男性

看護師

医療

コロナは指定感染症５類で大丈夫です

小林先生のコロナ論の通りだと思います。木を見て森を見ず。コロ
ナのみを見てインフルを見ずが、経済・生活・文化を破壊してい
る。

1/8/2021 21:33:54 40代

男性

会社員

医療

日本医師会や各地方の医師会は「医療逼迫医療逼迫！」ばかり言っていますが、本当にそうな
のでしょうか？本来各病院できっちり役割分担を行い、冬に感染が広がるであろうことはわ
かっていたことなのに、利権の絡みでそうしなかったのならば何のための医師会なのか国民は
納得しません。感染が広がっているとはいえ、死亡率や感染率がより高く危険なポリオと同じ
Ⅱ類での分類を柔軟に変更できるように特措法を改正すべきです。

1/8/2021 21:54:49 40代

男性

医療

インフルエンザと同じ5類の扱いにすれば全て解決するのではないでしょうか？

9 ページ

私は徳島県在住で感染状況は比較的落ち着いていますが、もはや全
国的に感染者が蔓延している状況と考えます。今は強いハンマーで
全国に緊急事態宣言を出し県を跨ぐ不要不朽の移動を控えるべきと
考えます。後の内容は各県の知事が自県の感染状況に応じて判断し
ていけば良いと考えます。
外国人の入国も一時制限するべきと考えます。
最後に緊急事態宣言は出されましたが、何処か経済に引っ張られ内
容が弱いと思います。
私も経済人ですが今はより強い措置で感染を完全に封じ込める強い
メッセージが必要と考えます。国民民主党の国会質疑期待していま
す。

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:04:03 40代

女性

医師

1/8/2021 22:08:47 20代

男性

介護福祉士 医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

・勤務医としての意見です。真っ当な野党は貴党だけに見え期待し応援しています。
・医療の支援; 病院は収入減でボーナスカットしています。病院への補助、医療者への金銭補
填が必要です。長期的には満床にしないと維持できない診療報酬体系を見直し、病院経費への
消費税免除、ブラック労働の改善が必要です。
・広報の重視; 難しくある必要はなく常識的なことを、繰り返し一般の人に周知してくださ
い。行動規範、ワクチンの推進などです。尾身先生や専門家を守らない姿勢、的外れな対策
(会食、マウスシールド姿)は医療者が日々啓蒙に努めていることをリセットし毀損して士気を
下げます。逆にごく普通のことを理解してもらっているだけでうれしいものです。理想はある
べき行動を十分伝え、罰則で縛らないことです。
・オンライン診療の推進; アメリカの例などから可能で有用なものと考えますが、予算の都合
で導入されません。後押しして欲しいです。
・学校; 働く医療者に保育、学校はなくてはならないものです。先生の負担を減らしてメンタ
ルの問題も生じがちな生徒に注力できるように、清掃を業者委託にして下さい。
・消費税撤廃、労働世代、子供の支援をお願いします。

現在、コロナワクチンの優先接種対象者に福祉産業従事者も含まれていますがあくまで老人
ホームで働く職員のみが対象で通所サービス及び在宅サービスで働く介護福祉士は除外されて
います。しかし、通所サービスは毎日違う利用者様が外部から来るため感染のリスクは老人
ホーム以上にあります。ホームヘルパーも同様に多数の利用者およびその家族と関わるため、
リスクは低くありません。
そのため、優先接種対象者に全ての高齢者と関わる福祉産業従事者を含めるよう、働きかけて
下さい。
また、ワクチンは2月下旬に同意の得られた医療職に接種し安全性を確認し、3月からそれ以外
の医療職に接種していくというのが現在、政府から出ている案ですがこれでは余りにも悠長だ
と思います。
体制を作るのは難しいかもしれませんが2月下旬から幅広い医療職及び高齢者を対象に接種を
行なっていくべきだと考えています。

1/8/2021 22:15:58 30代

男性

理学療法士 医療

日本全体の一体感の無さ。マスクをしてない人たちを見る違和感。
政治家の方には熱い心のこもったメッセージを発信してほしい。

10 ページ

整形外科がメインの病院でリハビリ職の仕事をしています。高齢
者、障害者の人が相手なので自分なりにかなり自粛してます。周り
のスタッフも自分以上に自粛してます。コロナが出ていない環境に
いる私の立場でかなりの緊張感なので、実際にコロナ対応している
現場、コロナ感染が起きた現場は相当な緊張感やストレスがあるこ
とが容易に想像できます。
様々な報道を見ていると色々言いたくなることはありますが、一つ
だけ訴えさせてもらいます。
メッセージという意味では政治家のメッセージと同じくらいTVや
YouTubeなどのメディアの力が大きいと思います。芸能人、アナウ
ンサー、YouTuberなど顔を見せるのが大事という意見もあります
が、これだけマスクマスクと言っている世の中でマスクしていない
ことに無茶苦茶違和感を感じます！自分は人と接する時、食事の時
以外はマスクしてます。意識の高い多くの人がそうだと思います。
実際にメディアに露出している人がたくさんコロナに感染していて
いて、とても残念に感じます。政治の力でその辺りを変えることは
出来ないでしょうか？心のこもったメッセージならマスクしてても
充分伝わります！
コロナ禍より政治に特に興味を持ち、国民民主党には本当に期待し
てます。どうぞご検討をよろしくお願いします。

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:21:46 30代

女性

看護師

1/8/2021 23:49:27 40代

女性

渡航、入国を凍結。外国人には医療機関受診の際にパスポート提示を義務付け。来日外国人用
の保険制度を別に作る。
滞在期間中の旅行保険に入っていない人は、空港の入国前に加入を義務付けるか、入国拒否
コロナの感染者や経路の統計を取り、公表を。
来日外国人にこそマイナンバーを振るべきです。

1/9/2021 0:29:20 40代

男性

私も子供も 医療
病気で手術
を控える身
です。昨年
から手術に
備えて体調
を整てきま
した。しか
し、渡航緩
和以来の感
染拡大で、
病院は計画
手術が軒並
み延期にな
り、経過観
察しかでき
ません。子
供は腫瘍
で、急変・
進行しやす
く、非常に
危機感を
持っていま
す。予定し
ていた手術
ができずに
困っている
人は全国的
看護師
医療

1/9/2021 0:44:06 40代

男性

会社員

コロナ陽性者の自宅待機は死に直結しますので、特に都市部は大規模野戦病院を出来るだけ
作って頂くよう提案お願いします。保健所、救急隊の入院調整ほど無駄なものはありません、
もうホテルではダメです。無症状、軽症、中等症までは受け入れできるはずです、緊急事態宣
言でたので、ベッドや人工呼吸器を民間病院から一時的に調達して自衛隊の支援も得て、人員
は医師会・看護協会の輪番で開業医から協力得る形でなんとかならないでしょうか。5類改定
どころか神奈川の業務放棄は、破壊的な感染および死者数の増加をを招きかねません google
画像検索で「field hospital covid」と検索して頂ければ各国対応しているのがわかります。プ
ライバシーの問題ありますが、急変死よりは100倍マシだと思います。今日本に必要なのは大
規模野戦病院と、墨田区的な回復後方ベッド、それと検査数の頻回拡大と思います。玉木代表
が頼りです。お願いします。

医療

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

現状のコロナ対策では感染者は減らないし、店は自粛で経済にも大きなダメージを与え、更に
中韓からはどんどん入国され、日本の医療が更に圧迫されます。国が全く感染者を減らす気が
なく、コロナを終息させる気がない（国民民主党の緊急事態宣言案は良いと思いますが、政府
はその最低限やって欲しいレベルのことさえしない）ので、現状できるのはもうコロナをイン
フルと同じ扱いにするしかありません。ずっと感染者が出続けるのでこの先4年5年でもコロナ
自粛は続きます。そこまで経済は持ちません。日本が終わります。
検査をどこの病院でもすぐに受けられ、アビガン承認し、陽性なら（アビガンでもアビガン以
外でも良いのでコロナに一定効くとされる）薬を出す、ワクチンの接種、これにより重症者、
致死率をある程度まで下げる、これしかありません。そのためにはまず検査機械を全国どの病
院でも使えるよう助成をしてください。そしてアビガンを承認してください。致死率が下がれ
ばもうインフルと同じ（インフルでも死ぬ人は死にます）です。入国規制も可能な限りお願い
したいですが、国が言うことを聞かないのでまずできることから始めて欲しいです。

課題 緊縮財政
解決策 国家国民への投資を禁じている財政構造改革法の廃止。「健全な財政」などと言う曖
昧で抽象的な文言は削除して、今後一切、未来永劫、財務省の価値観により、国民の生命生活
が脅かされることのない様に、財務省設置法を改正する。のは時間がかかるので、先ずは消費
税の破棄又は凍結。全企業への粗利補償。全ての国民に10万円を給付するベーシックインカム
制度の創設（コロナ収束宣言まで）。

11 ページ

経済的な理由により職を失ったり命を絶つ事がないようにするのが
国会議員の責務。変動相場制で、自国通貨建て国債を発行してい
る、十分な供給能力を持つ国（日米英など）は、財政破綻の可能性
はない。感染の制御は困難だが、経済のコントロールは可能。その
為の通貨発行権であり徴税権。一日も早く経済的な不安を無くし
て、コロナに立ち向かえる環境を整えてほしい。

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

1/9/2021 0:45:14 40代

男性

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/9/2021 5:10:14 40代
1/9/2021 8:56:00 40代

男性
女性

会社員
看護師

医療
医療

感染症2類から早く5類に引き下げればと思いますが…
山尾議員の活躍を！今以上に期待します。
第一波から内科病棟49床を潰しコロナ患者、コロナ疑い患者対応している病棟で働く看護師で
す。未だにN95マスクは消毒して3日間は使用したりしております。内科病棟を潰したことに
より外科病棟で内科患者を見たり（内科患者は認知症患者が多く目を離せ無いため、外科のオ
ペ後の患者の頻回な観察と合わせてやるのは異常発見の遅れにつながる）とコロナ対応看護師
以外にも負担はとても大きく病院全体で退職する看護師は多いです。新たにコロナ対応をする
医療者に対しての支援策はなされているようですが、第一波から頑張っている医療者一人一人
に渡るような支援策が欲しいです。現場は疲弊しております。

1/9/2021 9:55:22 30代

男性

会社員

医療

◾重症患者の対処(コロナ病床の確保)を最優先に考えてほしい。

参考にすべき著作や文献等

コロナ問題の早期解決はとにかく病院でコロナ患者を受け入れさせることです
金銭面が問題なんだったらばらまきの休業補償金を全額病院にくれてやってください。陽性者
はたくさんでても重症者は微々たるもの。コロナ受け入れ病床が倍以上になれば問題は解決し
ます
入院患者を一つの病院に集めたり、くそ田舎の病院、船上、五輪村どこでも大量に受け入れ場
所を作って救急車に複数人のせて運べば良いだけでしょ
日本人はコロナ死亡率は少ないんですから。
特措法の罰則はコロナを受け入れない病院にこそ必要で、弱者には必要なし
飲食店への罰則でコロナは終息しますか？戒厳令でコロナは収まっているんですか？国会でや
ることないからってアピールはやめてください
休業、休業補償じゃコロナは解決しません。
コロナ補償目当ての輩に利用されているだけ。いつまでたっても解決しません。
コロナ患者を病院にうけいれさせる、中国韓国からの入国を禁止、中国韓国に厳しくする、金
持ちに課税、公務員叩き
これさえすれば政権は取れる。
アホみたいなばら蒔き提案では支持率は上がりません。輩に利用されているだけ

緊急事態宣言による外出禁止、飲食時短は、医療崩壊の根本的な解決になってない。
重症患者の受け皿拡大が大事と思うので、医療機関への助成や受け入れへの強制を検討すべき
と思う。
そこに手をつけずに、経済全体を停止させるのは、社会へのダメージ大きく、効果が薄い。
◾早期の法改正を
玉木代表も言っているが、スピード感に乏しい。秋の国会でも、特別措置法の議論をすべき
だったと思う。
特別措置法の改正についても、新規感染者への抑制ばかりに目がいっており、重篤患者の対処
は軽視されていると存じます。

1/9/2021 10:43:43 30代

女性

自由業

医療

アビガンの早急承認

東大先端研の児玉龍彦先生や、岡田晴恵先生が感染初期の軽症時に
アビガンの早期服用のことを当初より頻繁におっしゃってます。

https://youtu.be/hVtn7BrPWw

アビガンを初期に服用して回復された方の報告も国民は知っていま
す。
アビガンを初期症状診断で外来で服用できるように改革してくださ
いませんか？日本中でパンデミック目前では今こそアビガンを国内
に早急に普及させることが重要ではないでしょうか？
死者をゴロゴロ出さないためにも、よろしくお願いします。
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1/9/2021 11:54:25 30代

男性

医師

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1. 緊急事態条項を追加するため憲法改正の議論を求めます。
現在の特措法の問題点はご承知の通りかと思います。しかしそもそもの問題は憲法に緊急事
態条項がないことにより私権侵害の恐れのある踏み込んだ条文作成ができにくいことかと存じ
ます。仮に作ったとしても違憲立法審査会で違憲とされてしまう恐れがあります。メディアは
この問題に触れてはくれませんが、大きな問題です。憲法改正は困難が伴い一朝一夕ではでき
ないと思いますが、ぜひまずは議論をお願いいたします。
2. 新型コロナウイルス感染症を2類相当から5類相当へ切り替えることには反対します。
現在2類相当から5類相当に切り替えることについて議論されていますが、それには反対しま
す。新型コロナウイルス感染症をインフルエンザと同じ5類相当にしたところで受け入れられ
る医療機関が増えるとは思えません。そもそも今回のコロナウイルス感染症は感染力が非常に
強いことが問題です。そして一部で重症化しますがその経過は早く、また改善までに長期間か
かり、その間病床が埋まってしまうことが問題として挙げられます。5類相当になったところ
で医療機関にはこれまで同様の感染対策が必要ですし、治療期間が短くなるわけではありませ
ん。そして5類にすることで「大したことない感染症だ」というメッセージになってしまった
り、接触者の追跡ができなくなったりすることで患者数がさらに増えてしまうことが懸念され
ます。以上より安易な5類相当への切り替えには反対します。
もちろんある程度の柔軟な運用が必要であり、そこを否定するものではありません。例えば
ホテル療養も純粋な2類感染症ではあり得ないわけですし、指定感染症というある種曖昧な分
類を活用して実態に即した運用は望ましいと考えます。

1/9/2021 13:33:14 20代

男性

無職

医療

3. 医療機関支援のため消費税減税を強く望みます。
令和元年10月の消費税増税により日本経済は被害を受け(ネット上ではセルフ経済制裁と揶
揄されています)、そこに今回のコロナウイルス感染症でさらに打撃を受けています。国民民
主党の経済政策が実現できるよう、何卒よろしくお願いいたします。消費税ゼロといった思い
切った政策もお願いできればありがたいです。
医療費のうち保険診療分は消費税を徴収できないので、医療機関にとってはいわゆる損税に
なります。特に今回コロナウイルス感染症患者を診療している大病院ほど設備投資が大きくな
医師会や政府がよく医療現場が逼迫(ひっぱく)していると
あくまでも素人案です
言うのを聞いたことがありますが、
因みに自分は日本第一党支持者です
そもそも今の政権与党(自民党など)には全く信用や期待もできないし、
逼迫しているという言葉も医療や医療現場に対して
無知な国民や第三者が信じていいのかという側面もあると思います
せめて入院患者数や入院待ち人数、病床数を
病院ごとに集計してそれを分かりやすく
各都道府県が公表するように法律で義務付けても
いいと思うんですが、どうでしょうか？
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タイムスタンプ
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ご職業

1/9/2021 14:18:01 60代

男性

無し

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

感染予防基本原則の三つは必須、第一の検査徹底。即ち、検査効率化にプール方式PCR検査を 玉木さん応援します
早期承認。検査費用の国負担による特定地域全員検査試験。敵を知らずに戦えません。
乱文失礼します。さて、
今の政府対策は穴抜けだらけ且つ不透明で信頼出来ない。信頼が無
いのですべて悪政。
科学的基本原則※に従い検査徹底すれば必ずや感染封じ込め、日常
生活も経済もオリパラも安心安全に回復です。
お金も罰則も検査とセット、ワクチンがあっても必須な事はインフ
ルエンザで学んでますよ皆さん、検査徹底と隔離治療。
科学を無視しない危機管理のリーダーがいたら封じ込めは出来ま
す。
(※)感染予防の基本原則は三つ、重要性有効性が高い順でもある
(1)感染源対策(病原体の除去、感染者の早期発見・隔離・治療etc)
(2)感染経路対策(3密回避、マスク、手洗etc)
(3)感受性者対策(ワクチン接種etc)
そもそも曖昧な宣言やワクチンだけに頼るwithコロナ方針は犠牲を顧
みない公衆衛生を蔑ろにした政策gotoをダラダラやり、しかも政策
の透明性もリーダーシップも危機管理も不十分な情け無い状況であ
る。
この泥沼政策にお金ジャブジャブのツケは将来を背負う世代(正に子
供たち)の重荷になる事は間違いないが覚悟されていない。

1/9/2021 18:13:04 60代

男性

パート

医療

さらに選ばれし国会議員たちが感染予防基本原則に反する行動を
特措法改正案に医療関係（病院等）に対して、医療が逼迫しそうな場合にはある程度の強制力 堂々とやり、国家国民を守るのでは無く保身利権に血眼であるさま
も含めてコロナ（等感染症）対応をさせることも含めるべきです。

1/9/2021 18:21:20 40代

女性

パート

医療

新型コロナウイルスの指定感染症解除

指定感染症から外してください！
せめてインフルエンザと同じ5類にしてください
新型コロナだけ特別なのはなぜですか？
無症状の方がうつしたという記録や証拠を提出してください
大学生だけオンライン授業なのは何故ですか？
マスクは本当に必要ですか？本当に防げるのですか？
アルコールのアレルギーがある人にアルコール消毒を強要しないで
ください
陽性なだけで感染者扱いはやめてください
PCR検査のCT値を下げてください

1/9/2021 20:34:15 40代

男性

パート・ア 医療
ルバイト

海外からの新規入国全面停止や特措法改正等の対策、また影響を受けている国内企業や医療機 コロナ禍に突入してから生活様式が変わり、閉店等が増えて街の景
関、国民ひとりひとりに対する補償が全く足りていないと感じております。
色も寂しいものになりました。
これらを解決する為に一刻も早く国会を開き、早急に議論をして頂きたいです。
国民はもう十分耐えていますし、自助・共助はそろそろ限界に近づ
いていると感じます。
今こそ公助により救いの手をと願うばかりです。

1/9/2021 21:45:03 30代

男性

公務員

医療

指定感染症の件

1/9/2021 23:52:06 20代

男性

看護師

医療

指定感染症の見直しをするべきです。一部の病院の皆さんにばかり負担をかけて医療崩壊と騒
ぐのはズレています。不安を煽げばますます混乱する一方です。ぜひご検討ください、よろし
くお願いします。

日本は欧米に比べてコロナの感染者は100分の1か10分の1程度で
す。その欧米でさえ医療崩壊は起こっていません。なぜ、日本で医
療崩壊が起こると騒ぐ人がいるのか不思議でなりません。
日本の病院でコロナ患者を受け入れているのは全体の2%程度だそ
うです。コロナの指定感染症2類相当扱いがネックになってなかなか
受け入れるのが難しくなってます。もう、いい加減感染拡大を防ぐ
のではなくて、重症者対策に重点を置くべきです。そのために新型
コロナを５類にまで落とすべきです。日本の未来のため、若者の将
来のため、よろしくお願いします。
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1/10/2021 0:43:46 40代

男性

自営業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

医療キャパシティを上げる方法について、Twitter上で匿名の投稿ではありますがディティール SNSで一つの声が大きな反響を呼ぶ背景には、国民には政治におい
が詳細で真実性があり有用であると思いますのでシェアさせて頂きます。
て自分達の声を聞いてもらえていない、反映されていないという不
満があると感じています。
実際に治療にあたっておられるアカウントからも参考になるとの声があります。
従って、今回に限らず、重要なテーマは同じようなことを行なった
主な対策として以下を挙げられています。コロナの病状が悪化する期間と感染性がなくなる時 方が良いこと、また募集による党の行動をフィードバックとして
期(発症後10日)を利用した対策です。
SNS等を通じて行うのは有効であると考えます。
・発症5日目まで発熱が続いている例を入院、それまでは外来で対応
・COVID回復期一般病棟の創設もしくはこれを現状受け入れをしていない病院に担当してもら それは、自分達の声が政治に反映されると言う『手応え』になり、
う
国民民主党は自分達の声を聞いてもらえる党だと実感してもらえる
・施設・療養病院での患者については資源投入の上、従来の肺炎と同じく現地対応
と考えます。
議員の中には医療関係者もおられたと思いますので、チェックをして頂き有用であれば政策へ また質疑に反映できなくても政府各部署への申し入れなどに活用し
の反映および申し入れを行なって頂きたく。
て、それもまたフィードバックを行うと良いと考えます。
詳しく下記を参照してください。
引用元
https://twitter.com/agstegkaqkw0imk/status/1347682443814342656?s=21
医療キャパシティを上げる方法について書いておく。なお考え方の前提として、COVID患者は
感染の有無が分かっているので対策は通常の患者より簡単である、感染性は10日間経過してし
まえば症状の有無にかかわらずないを理解しておく必要がある。
まずADLが維持されている患者についてである。施設・療養病院例については後述する。ADL
の良い患者についてはCOVIDの病態悪化は抗体出現時期に見られる。これは通常発症7日を過
ぎてからである。これまでの時期は低酸素も強いものはまず見られない。したがってここまで
は外来で経過観察可能である。
一番の危機は感染爆発してなおも楽観的な緊急事態宣言を出し、医療現場のマンパワーサポー 国民民主党が今は一番信頼できます。メディアで取り上げられない
ト策がなく、これからの状況が予想できない日本国政府。この対策ではヤバイと声を上げれな が、良い政策提案と国会答弁をしている。職業柄、原因分析が得意
い与党。今のままでは医療崩壊する。以下やるべきこと。
なので、次期選挙で大躍進して貰う為に微力ながら支持率向上のお
①マスク材質毎の感染防止レベルを明示し、人との接触状況で使い分けを国民に要請する(冬 手伝いをさせて頂きたいです。
の室内のウレタンマスクのリスク理解)
求める政権像・透明性(意思決定過程をオープン化)、信頼感(国民の
②重症中症コロナ患者病院へ掃除、ベッドメーク、患者体位変え、等の補助者を国の予算で 疑問には全て隠さず答える)、責任感(感じるだけでなく辞職覚悟を持
手配して派遣する
つ)、庶民感覚があり、経済成長と未来への課題解決ビジョンを明確
③上記の派遣者は自衛隊の専門家が必要な防疫知識を実技含めて教育する(出来れば航空会社 にして国民を引っ張る政権
乗務員等が望ましい)
④オリンピック選手村をコロナ軽症患者施設として開放して自宅待機者を減らす
⑤ホテルや自宅療養者も医師とオンラインで繋ぎ、症状からアビガン、アクテムラ等の重症
化抑える薬を処方し、即日配達可能にする

1/10/2021 1:22:50 40代

男性

会社員

医療

1/10/2021 5:17:01 30代

男性

無職

医療

非常時の体制及び運用管理

コロナ病棟の病院はコロナ専用にして、今のコロナ病棟の病院にい 世界各国のテロ対策
るコロナ以外の患者を今受診控で経営が圧迫してる病院に移す。そ
して専用の病院を箱物だけ先に作り医療体制の運用管理をする。非
常時の救急医療も運用管理を含めた制度改正をする。平時や患者数
が少ければ専用病院で生物兵器テロを想定した感染症対策の運用管
理が出来るBSL施設を備えように作るべき。出来れば安全対策をしっ
かりした上で各都道府県に作るべき。それと何かの記事で各地の自
衛隊病院が縮小されようとしてるので国防上、安全上縮小は断固反
対です

1/10/2021 10:33:31 70代

男性

会社員

医療

コロナ患者の隔離

オリンピック選手村を徹底利用して出来るだけの患者を隔離すると
コロナ患者は減ってくると思います。

1/10/2021 11:57:00 70代

男性

年金生活者 医療
兼園芸

国民民主党代表様
国の大阪圏への緊急事態宣言を発出するのが、のんびりしているから公明党代表様から国の尻
をたたいて直ちに緊急事態宣言を発出するよう要請して欲しいですな。
以下は内閣府に抗議の投書した写しです。
菅総理、「必要ならすぐ対応」するのなら、一週間も大阪圏の緊急事態宣言を発出するのを遅
らせるのですか。この間に何千人の人が感染し、死ぬ人が何人いますか。

公明党代表様
国の大阪圏への緊急事態宣言を発出するのが、のんびりしているか
ら公明党代表様から国の尻をたたいて直ちに緊急事態宣言を発出す
るよう要請して欲しいですな。
以下は内閣府に抗議の投書した写しです。
菅総理、「必要ならすぐ対応」するのなら、一週間も大阪圏の緊急
事態宣言を発出するのを遅らせるのですか。この間に何千人の人が
感染し、死ぬ人が何人いますか。
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1/10/2021 15:16:25 70代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
個人事業主 医療
コンサルタ
ント

1/10/2021 18:03:03 30代

男性

公務員

1/10/2021 18:08:45 50代

男性

1/10/2021 20:02:02 50代

男性

1/11/2021 10:18:50 40代

男性

1/11/2021 15:08:16 50代

男性

タイムスタンプ

ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

罰則規定の前に補助金を増額

コロナ感染対策の政策で議論
・罰則規定は必要と思いますが、まず守る事が出来るように補助金
をしっかり出す事が必要てす。
菅政権では生活する為に自助が先の考え方と対峙しなければならな
いのに、国民民主党は中間所得者の考えをベースの政党なのか？そ
の事を自問自答して貰いたい。
大企業の勤労者をベースに考え過ぎると、格差拡大を容認する事に
なる事は如何なものか？
今回のコロナ禍対策の基本的な考えをしっかりと持って欲しい。
強者は弱者に十分な配慮をする、政策を作って欲しい。

医療

関西圏にも直ちに緊急事態宣言を発令する

国民の命を守るのは政治の基本的な責務です。私自身は自民党員で
すが、今の政府与党の対応を見ているととても、そのような危機意
識があるようには思えません。関西圏への緊急事態宣言を発令を直
ちに行うべきです。早めの発令が結果的に経済へのダメージも少な
くすると思うからです。また、国民の命を守るのは一刻の猶予もな
いはずです。このような中、今朝のＮＨＫの番組の菅総理の「数
日、状況をみて対応したい」という発言には大変失望しました。
「先手、先手」と言いながら後手後手の対応に回っており大変危惧
しております。御党からも与党政府に強く働きかけていただきたく
要望いたします。

薬剤師

医療

緊急事態の甘過ぎます
東京都100人以下になるまで、ロックダウン必要。
飛行機、新幹線、電車、バス、高速(生活必需品を運ぶ車のみ許可制)にして、人の動きを制限
しないといけないと思う。経済はそれから。戦後も乗り越えたし、できるはず。
国会議員も給与カット、会食NG

今の菅総理は二階さんの顔色を見て仕事をしているとしか思えませ
ん。
二階さんは観光関係のドンと聞いていますが、GOTOトラベルなん
て、もってのほかです。感染リスクが少ないわけがない。
せめて１２月に入ってからロックダウンすべきだった。法律なんて
その時の状況で判断すればと思います。法律あっても政治家の皆さ
ん、悪いことしてる人多いですよね。特にお金で。

医師

医療

新型コロナの解決策
●高品質のフィットしたマスク着用率100%
●CO2モニター普及(＜800ppm)
●最先端換気設備 (再循環空調原則禁止)
●適切な防疫・検査・隔離体制充実
●医療者:N95要
●空気清浄機HEPA:有効

医療

陽性が判明したら、本人の希望ですぐにアビガンなどを配付できる法律をお願いします

緊急事態なのに効果が確認できないことを理由に命を守る薬の認可
が遅れており、何も処方されなかったり、入院する前に、急変し他
界されるのは政府の怠慢ではないでしょうか。本人の希望でアビガ
ンなど処方するようにして欲しいです。

医療

コロナ陽性患者を受け入れる病院の少なさ

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/63564

会社員

参考にすべき著作や文献等

ツイートのまとめ
https://twitter.com/Airborne
Kanki/status/13383311862
59640320?s=20

池田信夫さんの文章です。ご一読ください。いずれにしても、コロ
ナ感染患者を入院隔離させる病院を増やさない事には、医療崩壊し
ます。代表の主張するPCR検査の拡充も、これなくしては成立しま
せん。
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国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/11/2021 16:59:21 60代

男性

無色

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

1/11/2021 18:12:56 50代

男性

看護師

1/11/2021 19:29:43 50代

男性

1/11/2021 22:59:49 40代

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

東京五輪・パラリンピックをやめさせて下さい

世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年夏に延期され
ている東京五輪・パラリンピックについて、共同通信の世論調査で
「再延期」と「中止」という意見が合わせて約８割を占めている現
状では、実施することは民意に反しています。直近の共同通信の世
論調査でオリ・パラの今夏開催について『開催するべき』が前回
（昨年１２月５、６日）の３１・６％から１４・１％に急落。『再
延期』が４４・８％、『中止』が３５・３％」となっている。再延
期はないとＩＯＣは言っているのだから、中止しかないのです。報
道によるとワクチンにしても、米政府は本年末までに２０００万人
の接種を目標としていたが、実際にはその２割程度にしか満たな
かったという。アメリカでさえ、ワクチンを自国民に十分に供給で
きるのは本年後半で、ましてや日本、さらには途上国においてはい
つになるのか。そんな中で、どうして『人類がウイルスに打ち勝っ
た証』としての五輪ができるのでしょうか。
誰もが心配しているのは、医療崩壊です。限りある人材と資源で限
界にある現在の日本の医療体制が、これ以上のパンデミックの拡大
に対処できるわけないのです。国会はこの問題に真摯に向き合って
討議し、最もリスクの少ない道を模索すべきです。野党はつまらな
いスキャンダルの追及は止めて、国民が最も重視しているこの問題
に全力を傾注してください。

医療

現在医療機関で、看護の仕事をしておりますが、重症者は、コロナ陰性となって、一般病棟に
回ってきても簡単には回復しておりません。重症になること自体を防ぐことが第一です。早期
発見、早期治療が有効ですが、PCR検査はともかく、陽性発覚直後の治療開始ができておりま
せん。日本はアビガンという経口投与可能な有効な薬を持っているのに、なぜ陽性発覚後、即
アビガン投与開始ができないのでしょうか。薬事日報社の1月8日付け社説「緊急時は柔軟な審
査体制が必要」https://www.yakuji.co.jp/entry83825.html や、東大先端研の児玉龍彦先生の提
言を紹介するトゥィート https://twitter.com/z_axki/status/1347547906656530436 を見るにつ
け歯がゆく思います。現在、自宅やホテルで療養したり、入院待ちをする例が大変多くなって
おります。そうした方々にも、アビガンを処方できれば、待機中の突然死や、重症化を防ぐ手
立てになると思います。今は平時ではありません。緊急事態を宣言するのであれば、そう大き
な予算措置をともなわずに実行できることだと思いますので、PCR検査でコロナ陽性となった
患者さんのうち希望者にアビガン投与開始ができるよう働きかけをお願い申し上げます。

現在、他県に住んでいますが、実家は香川2区で強く応援していま
す。現在香川県の政治家は1～3区とも、きらびやかな優秀な方ばか
りでワクワクしています。その中でも玉木雄一郎氏は将来の首相と
期待しております。ますますのご活躍を祈念いたします。

会社員

医療

医療専門職をすぐに増やすことはできないが、看護師の生活支援、家族別居できる住宅支援、
事務仕事の支援などは可能ではないか。過労で離脱したり、離職を抑えることになる。費用を
投下してもらいたい。

男性

自営業

医療

課題:
全ての元凶。たった3%しかないコロナ病床数の増加。
解決策:
東京都にコロナ重症者センターの設立。民間病院へコロナ患者受け入れの要請と拒否した場合
の病院名の公表と支援金の打ち切り。

1/12/2021 0:40:25 20代

男性

医療従事者 医療
(理学療法
士)

医療従事者への慰労金支援

1/12/2021 1:02:54 20代

男性

学生

昨今医療崩壊の可能性が報道されていますが、欧米の事例をみると医療崩壊後には葬儀崩壊が
起きています。我が国では十分な対応がかんがえられていないので、早急な解決が必要です。

医療
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参考にすべき著作や文献等

この緊急事態宣言の責任は、偏に春以降数カ月何の対策もしてこな
かった各地医師会と厚生労働省にある。
欧米諸国の数十分の一に満たない感染者と重症者数であるにも関わ
らず、緊急事態宣言カードを政府に突き付け、飲食店を悪者扱い。
あまりにも理不尽。

医療（83件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/12/2021 1:09:30 30代

男性

医師

1/12/2021 1:32:09 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

(*は自由記載欄に書かれた参考文献を示しています）

*1 https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/emergencydeclaration-nishiura-1 京都大学の西浦博教授の感染拡大に関する最
①新型コロナウイルスへのワクチンについて、医療者への早期のワクチン接種開始を求めま 新のシミュレーションです。政府の現行の緊急事態宣言の内容では
す。
人と人との接触は最大でも0.9倍までしか減らず、それでは新型コロ
ナウイルス感染者1人あたりが感染させる人数である実行再生産数が
新型コロナウイルスパンデミックに際して日本のワクチン行政の遅さに極めて強い危機感を覚 1を下回らず、最大でも感染は横ばいになってしまうと予測されてい
えています。すでに日本の COVID-19 感染は爆発的な拡大局面となっており、首相の会食など ます。
感染の危険性を矮小化する無意識的なメッセージにより前回より明らかに効果の薄くなってい
る緊急事態宣言では感染収束はほぼ不可能と考えられ*1、もはやワクチンの早急な接種による *2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577 Pfizer の
集団免疫でなければ解決は不可能なフェーズになっています。一方で現行の政府案ではもとも mRNA ワクチンの臨床治験の結果です。世界で最も信頼のおける医
とワクチンの提供で同意していた Pfizer のワクチンでもようやく2月下旬から一部の医師で治 学ジャーナルである New England Journal of Medicine (NEJM) に掲
験、そして Moderna のワクチンではなんと早くても5月承認という世界から半周遅れの対策に 載され 95% の感染予防効果を挙げていることが示されました。
なっており、個人的にはこんな壊滅的な状態でよくオリンピックについて口にできるなと心底
呆れております。
*3 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2028436 Moderna
の mRNA ワクチンの臨床治験の結果です。同様に NEJM に掲載され
私を含め新型コロナウイルス感染に対応している医師はいつ何時感染してしまうか分からない 94.1% の感染予防効果を挙げていることが示されました。
恐怖の中臨床現場に立ち続けています。すでに Pfizer のワクチンも Moderna もワクチンもそ
れぞれ感染予防効果 95%, 94.1% という驚異的な成績を上げており、*2, *3 接種開始後の有害 *4
事象についても重篤な有害事象であるアナフィラキシーショックの頻度は10万分の1程度でほ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1
ぼ全例で改善していると報告されていることから安全性も比較的担保されているものと思われ スロバキア全国民への抗原検査とその後の隔離により新規感染者が6
ます。したがって、少なくとも新型コロナウイルス患者を受けて入れている医療機関において 割減少という報告。Peer-review (論文掲載されるかどうかの判定) 前
は少人数への治験ではなく希望がある医療者に関しては特例的に広くワクチン接種ができるよ の報告であり、参考程度と思われます。
うに政治が早急に動いていただくよう強く要請します。
先のワクチンの治験にはアジア系アメリカ人なども含まれており現時点で人種差による有害事
象の差は報告されていませんが、希望のある日本人医師に対して広く接種し市販後調査に準じ
て有害事象の有無を評価することができれば一般の方へのワクチン接種も少人数に治験を行う
よりも早く行うことができる可能性があると考えています。現在の実行再生産数を見る限り春
指定感染症二類を五類に下げるべき
諸外国と比較し、感染者、死亡者数の少なさ、昨年一年間の死亡超
過数のから日本をはじめ、東アジアは自然免疫で対処出来ている可
能性がいよいよ高くなったのに何故未だエボラ同様の指定感染症二
類を維持しているのでしょうか。医療従事者の方は、防護服で現場
に従事し、過剰な医療負担を強いられていると聞きます。また、そ
れにより、学生生活、若い人、非正規の女性や弱い立場の方への影
響が甚大でもはやお願いベースでの依頼とはいえ限りなく憲法違反
でもある緊急事態宣言はマスメディア、政治家による人災です。も
う国民は気づいており、期限までに昨年のように自粛はしないので
感染者数が減ることはありません。一刻もはやくやめてほしい。
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タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/12/2021 1:45:16 40代

女性

パート

1/12/2021 8:51:01 50代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
医療

医療

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

東京、神奈川、千葉、埼玉に緊急事態宣言が発出されましたが、発出する
m.youtube.com/watch?v=K
必要性を感じられません。なぜなら、PCR検査が増えただけで感染拡大などしていないからで
b9MuI…
す。
youtu.be/Xb_JjiaWDAU
11日の東京の新規感染者数1219人との
報告がありましたが、PCR検査で陽性判定されただけで感染ではありません。
WHOもPCR検査は信頼に欠けることを認めており、45サイクルでは偽陽性が多く出ることを
指摘しています。
なのに特別措置法が改正されれば、
入院措置に応じなかった人に刑事罰を課すことが出来るかもしれません。
人権侵害です。強く反対します。
PCR法は特異度が99%と言われており、1本鎖で変異の早いRNAウイルスが2%変異した時点
でプライマーが反応出来なくなるため、ウイルス発生から4か月程度経過した段階で変異種を
含め、ウイルスの遺伝子を拾い上げること自体が困難なはずなのに、何故か一定割合で陽性判
定が出てくるということは、なんらかの常在ウイルスの遺伝子を拾い上げている可能性が考え
られます。
陽性になっただけで感染しているかわからない人を感染者として隔離することは人権侵害で
す。今すぐ止めて頂きたいです。
症状に関しても、新型コロナの症状は風邪またはインフルエンザの症状と
一致していて見分けがつきません。
PCR検査のみで判断しているということです。厚生労働省も新型コロナウイルスは、ウイルス
性の風邪の一種であると認めています。
2020年12月2日国会中継にて、厚生労働省佐原総括審議官は、
「PCR検査陽性=感染ではない」
ということを名言しています。
緊急事態宣言が発出されたために、飲食店が午後8時までの営業を要請され、
要請に応じなかった店には、店名を晒されるだけでなく、50万円以下の罰金を課すなど有り得
ません。
飲食店潰しとしか思えません。
保健所の増員と医師と看護師の支援について
検査拡充、保護、治療の体制を早くに構築していれば、昨年の2月に
水際対策を完璧にしていれば、今に至らなかったと思うと残念で
たくさんの方が指摘していますが、保健所がFAXで報告を受けそれをパソコンに打ち直す作業 す。どれほどの国民に犠牲を強いたかを政府には自覚してもらいた
が未だに続いているところがあるそうですが、保健師でなくてもできる仕事は増員して、保健 いです。
師の資格がないとできない仕事に専念できる体制を整えないと悪循環しか生まれません。ク
感染制御に成功した国はないと断定している専門家もいるようです
レーム処理も専門窓口を設けて、相談窓口と分けたら良いと思います。
し、正直この政権にこの事態を収束できるのだろうかと不安もあり
コロナによる倒産や失業者を対象に増員の募集をしてパソコンの打ち込みなどの仕事をお願い ます。
したら良いと思います。
情報の取捨選択は各人それぞれ違いますが、精密医療で科学的に対
策しないと抑制は難しいと思います。和歌山県の取り組みは素晴ら
②医療崩壊の現状、コロナ受け入れをしていない呼吸器科の民間開業医院の医師と看護師を しいです。
コロナ受け入れ病院の応援支援ができる対策を医師会と一緒にできないでしょうか。医院を閉 昭和大学の仁木教授や東大児玉教授の予測通りになってる今専門家
鎖している期間の補償などはしっかりして。
の選択も見直してほしいと思う人が多いのもこの悲惨な現実を目の
当たりにすれば当然ではないでしょうか。
6000人以上の感染者の受け入れができない状況の打破には保健所と医療現場の改善は不可欠 治療も受けられずに亡くなっていく人のことを思うと胸がいたみま
だと考えます。
すし怒りも込み上げます。
根本的な感染抑制対策と並行して目の前の苦しむ感染者と対応する側の救済をよろしくお願い 国民民主党にコロナ対策を任せてくれたらここまで酷くならなかっ
します。
たと思っています。
私は国民民主党の政策は正しいと支持していますのでよろしくお願
いします。
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「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:05:16 10代

男性

中学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/8/2021 12:08:47 10代

男性

高校生

学校教育

今年度は学校にいる日より、休日の方が多く、高校1年生の私にとっては、新たな環境で青春 今こそ積極財政を！
を満喫することができず、無念でした。
この事例及び学習進度の遅れを解決するため、全国の小中高全学年全生徒(公立私立問わず)を1
年留年させ、受験を中止とする解決策を提案します。

1/8/2021 12:09:57 10代
1/8/2021 12:16:54 20代

男性
男性

学生

学校教育
学校教育

私の高校ではスマホ持ち込み禁止であるため感染追跡アプリのCOCOAが使えません。
今、大学院で研究を行っています。幸いなことに私は大丈夫でしたが、ある学生はコロナで十 いつも応援しております。大学院生へのヒアリングなど、必要な機
分な研究ができていません。大学院生への支援が欲しいです。来年度、国から大学院生への奨 会があれば、ぜひお声がけください。協力いたします。
学金の増額がありましたが、応用研究に制限され今役に立たない研究、基礎研究への支援は乏
しいです。運営交付金の削減を元に戻し、少額の採択されやすい研究費を作ってほしいです。
コロナとは直接関係があるものではありませんが、ワクチンなどのが日本でできていない原因
の一旦があると思います。

1/8/2021 12:29:25 20代

男性

学生

学校教育

大学の試験を対面で実施することについて

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

私は中学生なのですが、勉強をしていくと共に、不安になります。昨年の休校の様な、急なも
のではなく、学校のネットワーク完備やリモート授業の、しっかりとして勉強面の、対策もき
ちんとやって頂きたいです。
早急に配備をして頂きたいです。

http://www.nakanishiya.co.j
p/book/b286876.html

医学部、薬学部などを中心に対面にて定期試験を行う大学が多いこ
とに不安を感じています。
不安な点は以下です。
今年はオンライン授業が中心だったため、試験を受けるためだけに
地方から飛行機や新幹線で移動してくる学生が多い点。（時間が終
わったら、東京から地方にそのまま帰る）
医学部や薬学部は家族に医療従事者が多い点。特に薬局に訪れる機
会が多い患者さんは糖尿病や透析患者など基礎疾患を持っている人
が多いのでコロナを広めて間接的に人殺しをしてしまうのではない
かと不安です。
（私の大学である東京薬科大学の話ですが）管理が雑である点。9月
の健康診断のときに
体表で体温を測定して、高めに測定されると凍ったペットボトルを
学生に渡して誤魔化していました。これではやってる風で何も意味
がありません。
それでも単位を落としたくないので、仮に体調が悪くても（コロナ
に罹患してると自覚してても）対面試験を受けに行く人が多数だと
考えています。
オンライン化への対策、国には対面授業、試験を行えるレベルかど
うかの指標をハッキリ作ってほしいです。

1 ページ

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 12:37:07 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
塾講師(アル 学校教育
バイト)
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

学習塾がハイリスクな状態で、不安を抱えて出勤しています。
オンライン体制の推進をお願いしたいです。
私は医学生で新宿区の学習塾でアルバイトをしている講師です。
勤め先ではオンライン体制が完全に整っており、昨春の緊急事態宣言中は完全オンラインで運
営されていました。しかし今回の緊急事態宣言では学習塾への言及がなかったため、完全に
「通常通り」とのことです。
今回一斉休校はデメリットが多いため求めないとされています。
実際日本小児科学会は精神面その他への影響を考慮すると、一斉休校は望ましくないという考
えを示しています。
しかしこれはゼロリスクだからではなく、学校生活とそこでの勉強で得られるメリットがリス
クを上回るからです。
しかし学習塾はどうでしょうか。
任意で学力向上のために通うものであり、休講やオンライン化による精神面その他への影響が
大きいとはいえません。

1/8/2021 12:58:23 40代
1/8/2021 13:20:05 40代

その他
女性

学校教育
学校教育

勤め先を一例として示させていただきます。
コロナ前と同じ席数の講師室は、早めに行かないと席がとれないくらい密な環境です。
常勤職員が主体の学校と異なり、8割以上は週1〜2勤務の大学生のアルバイトで、過半数程度
が医学生だと思います。毎日違う大学生講師数十人が、狭い講師室に出入りしている状況で
す。授業準備等の関係上、会話も多いです。
私も病院実習に感染症を持ち込まないよう、最大限の努力をしていますが、契約上今年度一杯
は勤めます。
生徒の教室は、換気をしているものの元々通気性が悪い構造で、コロナ前と席数は変わらず、
狭い教室に30人程度が満員です。
オンライン体制が整っている中、完全に通常の体制で運営することが適切とは思えません。
なぜ学校を休校にしないのか？
選択登校制とオンライン授業の拡充を希望します。
家庭で保護者による学びのサポートが可能な子供たち、登校に不安のある子供たちに、学ぶ方
法の選択肢を与えてあげてもらえないでしょうか。
日に日に教育現場での感染も増え、子供と先生方、多くの家庭がそこに巻き込まれていく中、
各地で医療崩壊が叫ばれ、もはや罹患しても十分な医療にたどり着ける保証もない。
エッセンシャルワーカーのご家庭や家庭の事情があるお子さんのみ登校可能とし、学校の密を
避けることが人々の健康を守り、この危機的状況の医療逼迫の改善にも寄与しうると思いま
す。
学校に関わる多くの人々のリスクを下げつつ、家庭での学びを選択した子供たちにも学びの不
利益が生じないために、オンライン授業(配信)の展開を希望します。

1/8/2021 14:11:24 20代

男性

大学生

学校教育

大学生への支援の声は多く上がっていると感じますが、一方で大学生の行動についての声はな
いと感じています。
都内感染者の25％近くは20歳代であり、大学に対しての飲み会自粛などを政府として或いは
党として呼びかける事が一定の感染予防になるのではと考えています。

1/8/2021 14:30:28 10代

男性

学生

学校教育

世論のコロナに対する科学的根拠の欠如(反対意見の封殺)

2 ページ

https://docs.google.com/spr
eadsheets/d/1cGuGsdm8Z
L1SKsi6KIOrWkAibnqmvUWjxLSamsOJY/edit
世論はコロナを未知のウイルスとし過剰反応を起こしているが、科
学的根拠に乏しい。寧ろデータに則った反対意見を封殺する動きが
ある。事実テレビや新聞などでは自粛や緊急事態宣言などに対する
反対意見は排除されてしまっている。熱狂と偏見を除き、科学に基
づき、冷静かつ客観的な議論を行うべき。
特に経済に対する議論が疎かになっている事は明らか。コロナに対
する過剰な感染対策による経済への悪影響は凄まじい。経済の崩壊
は社会福祉、社会基盤(インフラ)、教育、文化、国防及び庶民の生活
の土台を成す問題であり、“経世済民”の考えに基づいて経済対策を最
優先とする事は自明の理である。

ゴーマニズム宣言 コロナ
論1(小林よしのり)
ゴーマニズム宣言 コロナ
論2(小林よしのり)
新型コロナー専門家を問い
質す(小林よしのり 泉美木
蘭)

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 15:14:05 30代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/8/2021 15:20:09 10代

男性

高校生

学校教育

1/8/2021 15:52:39 30代

男性

地方公務員 学校教育

感染拡大防止と経済補償

経済補償を事業者が安心して休業できるあるいは、自粛に応じられ
る額にすること。固定費を十分に出すぐらいのレベルにすること。
あとは、自粛警察という法に基づかない私権制限をやめさせるべ
き。よろしくお願いします。

1/8/2021 15:52:45 30代

男性

地方公務員 学校教育

感染拡大防止と経済補償

経済補償を事業者が安心して休業できるあるいは、自粛に応じられ
る額にすること。固定費を十分に出すぐらいのレベルにすること。
あとは、自粛警察という法に基づかない私権制限をやめさせるべ
き。よろしくお願いします。

1/8/2021 15:58:35 10代

男性

高校生

学校教育

【オンライン授業】
兵庫県の阪神地域の高校に通っているのですが、武漢でコロナが発生してから1年経ったにも
関わらず、未だにオンライン授業が開始しません。昨年度との変化点は、夏休み中に教室に
ネット環境が整えられたことです。これを使って、リモート始業式や授業で先生がパワーポイ
ントなどを使うことが出来ましたが、約45人の三密教室では感染防止の意味がないと思ってま
す。子供は重症化しないから大丈夫と言われていますが、1週間後には共通テストがあった
り、明日には京阪神で緊急事態宣言の要請があったりと感染するのが怖いです。去年からコロ
ナが怖くて生活圏から出ないように心がけていたのに、学校のせいで満員バス、大人数いる教
室に詰め込まれて毎日不安です。早くオンライン授業を開始してほしいです。最低限夏の間に
ネット環境は整えてくれたので後はGOサインを出すだけです。オンライン授業がコロナ禍で
も、休校をすることなく、学びを止めない1番の解決策だと思っています。

1/8/2021 16:04:55 10代

男性

高校生

学校教育

本国の長いデフレが続いているのにも関わらずこのコロナ禍でもっと危機的な状況になったこ 人や文化、素晴らしい先進技術で世界をリードできて誇れる国にし
と。
てほしいです！
また、将来高校教師を目指しているのですが教員の働き方改革をしてほしいです。部活動の民
間委託や給与を増やすなど。。

1/8/2021 16:46:14 20代
1/8/2021 16:48:30 10代

男性
男性

高校生

学校教育
学校教育

コロナウイルスの影響で専門学校等の学費が払えない状況がある。
学校の一斉休校。

1/8/2021 16:51:07 10代

男性

学生

学校教育

コロナ渦でオンライン授業や分散登校など特殊な形式での新学年のスタートになったため、う
まく新しいクラスに馴染めずに、孤立してしまい、いじめに近い状態にまでなってしまった。
私の学校の先生が良い方だったため、うまく介入していじめは収まったが、未だにクラス内で
は孤立している。
全国津々浦々には、同じような境遇の人が必ずいるはずで、私よりも酷く激しいいじめを受け
ている人もいる思われる。
学校現場において、単純な感染対策だけでなく、そのようなことにも気を配ってほしい。

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

緊急事態宣言が出ているのに、学校を休校にしない対応

オンライン授業をやれない日本が恥ずかしい。9月入学議論の時から
言ってきたはず。大雪になり休校にしているが、オンライン授業で
あれば学びを止めずにできたはず。教育テレビなどを使ってでもは
じめるべき。他国の真似をしてください。こんな中、子どもを学校
に行かせるのは不安だし、医療のためにも家にいたい。
あと、ウレタンマスクやフェイスシールド等はやめるべき。不織布
マスクにみんなでするべき。効果の実験結果が出ているから、テレ
ビで報道してほしい。

参考にすべき著作や文献等

学校をいち早くオンライン授業にしてほしい。今の状況では学校が怖すぎる。また、僕の母親 地方への交付金を増やしてください！
は薬局で働いていますが、トイレットペーパーがなくなったり、イソジンがなくなったり、マ
スクがなくなったり、様々な騒動に疲れて、毎日死にそうに仕事場から帰ってきます。シング
ルマザーの家庭なのでどうすることも出来ず、経済的な支援をしてほしいです。

3 ページ

国民民主党の経済政策は大方賛成しております。力をつけて頑張っ
て国政にはんえいしてください。

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 16:54:18 10代

男性

学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/8/2021 17:02:41 40代

男性

会社員

学校教育

1/8/2021 17:03:11 40代

女性

水産加工業 学校教育

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

緊急事態宣言下での一斉休校を求めます

なぜ緊急事態宣言下での休校を求めたか。というと政府が若者は重
症化しにくい、死亡者がいない。などの事を言っていましたがそん
なの関係ない気がします。緊急事態宣言っていわゆる感染者を減ら
すためですよね？なのに子供は重症化しにくい、死亡者がいない。
子供たちの心身やストレスがでる。こんな理由で学校を休校にしな
いのはおかしいです。実際重症化、死亡者がいないとしても日々、
感染者やクラスターが発生しています。何のために緊急事態宣言を
出しているのかを考えてほしいです。
それでも休校ができないとしても受験生だけは受験まで休みにさせ
てあげないんでしょうか？受験生が可哀想です。受験生はもう受験
範囲を終わらせています。なので受験生だけは休みにさせてあげた
方がいいです。

参考にすべき著作や文献等

コロナ対策の周知、手続きの簡素化、相談窓口
政治家は注目されています。
日本は世界的に見ても立派なコロナ対策をしている。しかし広報が乏しく、デマに騙された
県を跨いだ移動でくれぐれも感染しないさせないことを徹底よろし
り、難しいそうで活用してなかったりしている。
くお願いします
今ある制度を活用してもらえるように広報をしっかりして欲しい。
持続化給付金をもう一度と雇用調整助成金及び家賃支援給付金の延長は絶対必要と思います。
センター試験が心配される為、早めの方針と受けられなかった場合のケアを打ち出してくださ
い。
世界上げ日本下げはもうたくさんです。誇りを持てる様な広報よろしくお願いします。
中学生ひとり、小学生ふたり、幼稚園ひとりの子育て中です。
GIGAスクールについて。学校における整備ばかりが注目されていますが、コロナ禍、アフ
ターコロナにおいて、オンラインの活用は家庭学習でも必要だと感じています。
家庭で光回線や端末を用意することはとても費用がかかりました。

休校期間中、私の子供の公立学校では、youtubeの授業配信が試験的
に数本行われただけでした。
せめてzoomなどで毎日でなくても朝の会があれば、寂しい思いをし
なくて済んだのではと思います。
教育の為ともう一つ、皆が繋がれるというオンラインの良いところ
をこそ、このようなコロナ禍で実感させてあげたかったです。

地方ですので、都市部のオンライン教育が盛んな学校との差も気になります。
また、PTA役員をしており、肌感覚ではありますが、各家庭でも利用状況に差があります。

休校中は、玉木代表も9月入学についてのお話が盛んだったように思
います。

学校側のオンライン教育の在り方が整うまで待っていては、活用できる子と難しい子の差がつ あの時は、半年ずらせばなんとかなると思えていたかもしれませ
いてしまうのではないかと危惧しています。
ん。また、9月入学についても議論は必要だと私も同意いたします。
等しくオンライン教育を活用するために、教科書とそれに準ずる音声や映像の補助教材のコン でも子供は、お友達や先生の顔を見たり、声を聞いたりしたいのが
テンツを国の主導で開放していただきたいです。
一番だったように感じました。
現状ですと、教科書会社の好意でいくつかのコンテンツが見られる状態です。有料で使いやす 整備や制度の不備を追及することも必要ですが、まずは子供に何を
い教材やシステムがあるのは重々承知していますが、家庭で出来るだけ差がなく利用出来るこ どのように届けるかがおざなりにされていたのが休校中の親として
とが必要ではないかと考えます。
の政治に対する印象でした。
また、子育て世代の家庭に、オンライン教育活用のための補助金を検討していただきたいで
す。

1/8/2021 17:11:20 10代

女性

高校生

学校教育

オンライン教育導入にあたり、テクノロジーを使った新しい教育に
ばかり目を向けるのではなく、すべての教育は子供を等しく支え育
てるためのものであるということをお忘れなく、そのために必要な
ことを是非とも政策に反映していただきたいです(^^)

東京や、人が多い県の駅など、よくニュースで見かけるのですが、まだまだかなりの人混みが 自分も、毎日高校に通っていますが、朝に昨日の感染者の数を見る
問題な気がします。通勤や、通学などで人が多いのは仕方がないことかもしれませんが、人混 と外に出ることすら怖くなることがあります。いつも、これがいつ
みを少しでもなくせたらもっと感染者の数が減ると思います。
まで続くのかと考えてしまいます。自分の身は、自分で守らないと
いけないので、これからも元気に頑張ります。
医療従事者の方々も、辛いことが多すぎるかもしれないけど、本当
に感謝してます。
政治家の方々にも、国民の為にお正月も必死にどうすればいいかを
考えてくれていることに感謝してます。
医療従事者の方々、政治家の方々、家族のために働いている方々、
自分の事も大切に無理せず頑張ってください！

4 ページ

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 17:28:14 10代

男性

中学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/8/2021 17:41:24 50代

女性

パート

学校教育

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

私の学校は私立の進学校なのですが、学校が遠いため電車で一時間ほどかかってしまうのです パソコンが欲しいです。
がその場合のコロナウイルス感染が怖いです。そのためオンライン授業又は登校日の削減など
をお願い致します
また、オンライン授業になった前回の４月頃、課題の提出先や授業で使用するソフトがzoom
だったり、Googleclassroomなどと、統一されてていなかったためそのような点を統一するよ
うお願い致します。
子供が電車が怖いと言っています。都内の私立高校生活。特に朝のラッシュです。学校は基本
休校はしないと言っています。
1学期はほとんどネット授業で、遅れているのは分かっています。何か少しは緊急事態宣言が
出ているのに外出禁止くらいしかないのでしょうか?がっかりですね。
幼稚園の卒園式は震災で計画停電の為簡素化。中学の卒業式もクラスごと。
高校の入学式もなし。当たり前のことができない可哀想な年代です。
家計も
無償化も最低金額。主人のボーナスも下がって…でも出るものは変わらず。税金はしっかり徴
収されているのに。
給付金も出ないのならせめて通学の安心はなんとかして欲しいです。

1/8/2021 18:06:15 40代

女性

専業主婦

学校教育

学校について

1/8/2021 18:11:05 20代

男性

学生

学校教育

政府は若者の感染が増えているため活動を控えるように言うけれど、文科省は若者は軽症が多
いから大丈夫ですよ、対面授業しますと言う。これは矛盾ではないですか？
後遺症など不明な点が多い中で、学校が普通にあることが信じられません。授業があったら行
くしかないので早く休校にしてほしいです。

1/8/2021 18:18:49 30代

男性

学習塾講師 学校教育

私が勤めている塾では生徒や保護者がオンラインか対面かを選べるのですが、対面を選択し
ている小学生の生徒がオンラインにする理由がわからないと話していました。学校教師を含め
会食をして新型コロナウィルスに感染した大人についての報道も目にしますし、大人から子ど
もへ、必要な情報が充分に伝わっていない可能性があり、強い不安感を抱きました。地元の名
門私立中学を受験する生徒で、情報に無頓着ではないはずなのですが。
不勉強なため、文科省が学校教育の現場での新型コロナウィルスについてどのような教育を
行うように指針を立てているのかは存じ上げないのですが、現状で不十分なところがあれば、
教育の不十分さで感染が蔓延する事を防げるよう、子どもたちが必要な情報を適切に理解でき
る体制の構築を求めたいです。

1/8/2021 18:30:39 50代

男性

失業中

学校教育

政府が大学生のコロナ給付金を大学の判断に任せた結果かなりの貰うべき学生が貰えてません 判定を大学とは別の自治体とかに任せたほうがよい
判断は低所得者で審査してほしいです。

1/8/2021 18:31:34 20代

男性

大学生

学校教育

私は今年度一度も大学に行っていません。全部オンラインです。しかし学費は満額支払いまし
た。施設を一度も使用していないのに150万近く払いました。さらに、友達と会話をする、日
常が帰ってきません。なのに若者のせいにされて溜まったもんじゃありません。精神的にスト
レスです。

子供達が感染しないのでは無く、無症状なだけ。学校休業しないと
意味がない。オンライン化が遅過ぎる。学校はすばやく休業すべ
き。家庭にウイルスを持ってこさせないで。

上記の事と関係しますが、マスメディアへのマスクなしでの出演や
マウスガードを使っての出演も、誤ったメッセージを伝えることに
ならないかと危惧しております。テレビ局自体への介入について
は、表現の自由への介入になるので、慎重な検討が必要ですが、少
なくとも、会見を含めマスメディアに出る公人の方々は、誤った
メッセージが伝わるのを避ける努力を最大限にして欲しいです。
たとえソーシャルディスタンスが確保されており、さらにアクリル
板があったとしても、飛沫の飛散防止効果が高いマスクを使用し、
体質など様々な理由でそれが難しい場合は、リモートでの出演を行
うなど、国民の意識が緩まないよう心がけてもらいたいと考えま
す。
会食の話もそうですが、適切な対策を行っているか否かと言う問題
ではなく、国民にどのようなメッセージが伝わるかという問題です
し、誤った理解をしてしまう国民が居ることを常に意識しなければ
いけないと思いますので。
ペンネームでの長文失礼しました。

ワイドショーと呼ばれる番組の停止を求めます。ただでさえ一般の
人を煽り、政府がー、専門家がーと言っています。私は扇動だと
思っております。エセ専門家やタレントが不安を煽り、若者のせい
にされて、科学的エビデンスがないのにGotoキャンペーンを中止に
と煽り、政府からの正しい情報が止められています。調べて初めて
分かったことが沢山あります。
国民民主党には立憲民主党や共産党のような全て政府の責任に持っ
ていくような議員達とつるむのではなく、与党や維新、政策を出し
合える議員と真っ向から政策の論争、吟味をして欲しいです。

5 ページ

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 19:45:38 10代

男性

高校生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/8/2021 21:05:46 10代

男性

大学生

学校教育

大学一年生です。コロナ禍で金銭面に困っていることはなく幸せな身分かもしれませんが、授
業はほぼオンラインで友達もできにくい状況です。今年、留学に行く予定もありますが恐らく
中止でしょう。感染状況を踏まえると対面授業の再開を望もうとは思いませんが、後々ゆとり
世代ならぬ「コロナ世代」として現在学生の人々のキャリア形成に支障が出ないか心配です。
また、一若者の意見としては自粛要請が出ているにも関わらず不要不急な外出をする同世代が
多くいるのも事実であり、そのような人達を見ていると「自粛しなければ例年通りで友人も多
くできたのでは？」という不公平さから来るルサンチマンが溜まってしまいます。自粛の効率
を高め、かつ自粛を要請される学生間の公平性を期すような政策を望みます。

1/8/2021 21:38:07 50代

女性

学校教育

PCR検査をやめる

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

感染拡大の要因はもちろん高校・大学にも多く存在しますが、多くが国公立であり政府からの
要請が通りやすい分緊急事態宣言下の制限が社会人に比べて多いと感じています。学生の目線
からすれば、テレワークの推奨などは経団連や各企業に直接送付して強固に実行してほしい、
学生の制限に比べ割に合わないと思っています。国民民主党の提案する補償と罰則に加え、感
染症対策の要請する経路を示し、結果を確認できる形にしてほしいです。

選挙戦略について
18歳なので、次の国政選挙から選挙に参加できます。国民民主党の
事を応援しています。比例は必ず国民民主党に投票します。選挙区
にも候補が来てほしい所です。
国民民主党の勢力拡大へ、政党を知ってもらうよう積極的に広報を
行ってほしいと思います。
同級生や家族と話せる限りは話していますが、１支持者と公式では
効果が桁違いなので、検討をお願いします。

参考にすべき著作や文献等

子供が 病気でマスクができず
7月から 教室に入れて貰えず 不登校状態

新しい生活様式（ムーンショット用）やめる
コロナの存在証明が 無いので まず それを追求してください。
存在証明のないコロナ ワクチンが出来ることが 謎

1/8/2021 21:49:39 10代

男性

学生

1/8/2021 21:58:47 10代

男性

高校三年生 学校教育

1/8/2021 22:00:13 20代

無回答

学校教育

学校教育

コロナが 例え存在しても インフル以下 指定感染症を外してくださ
い。
死因問わず コロナ死にしてるので コロナ死は いるのか？
癌でも 自殺でも 陽性ならコロナ死 納得いかない

アルバイトが減ったうえに、大学におけるリモート授業の影響でネット通信環境の整備費もか 国民民主党の皆さん、非常に距離が近い政党であると感じておりま
かり、本当に厳しい状態です。母子家庭なので奨学金を500万円ほど借り入れて通っています す。良いことは良い、悪いことは悪いと主張してくださる玉木代表
が、将来に希望が持てません。
の姿勢に感銘を受けました。応援しております。
コロナ禍を機に、学校教育へのIT導入を進めて欲しいです。都市部の学校の事情はよくわかり
ませんが、私の通う地方進学校では、教員の年代によってIT活用の具合にだいぶバラツキがあ
り、生徒が困惑させられることが多々あります。
例えば、学校でコロナ感染者が発生した場合、生徒・保護者への伝達手段はメール、文書、そ
してBenesseが提供する学習アプリ・Classiと多岐にわたり、必ずしも全てのツールが用いら
れる訳では無いので、かえって学校に関する情報収集を複雑にしてしまっています。
菅内閣がデジタル庁創設へ動いていますが、ぜひ学校での情報管理を一律に行えるシステムや
制度を作って頂きたいです。休校措置にも大変役立つと思います。

整わない文章で大変申し訳ありません。経済や財政のことはまだま
だ勉強中ですが、コロナ禍で率直に感じたことを書き出してみまし
た。
たまきチャンネル、いつも見ています。
玉木さんの他にも、燃える男・榛葉幹事長、全力ママ議員・伊藤孝
恵副代表など、国民民主党の魅力的な議員の皆さんをいつも応援し
ています。(本当は全員紹介したい)
ボランティアでも良いので、国民民主党の国会議員の方のもとで働
かせていただくことが夢です。頑張ります。

学校の休校・分散登校措置を指示してほしい

子どもは無症状で済むことも多いですが、故に感染に気づかず対応
が遅れ、家族や家族を通した他者への感染へと広がってしまいま
す。万が一身内が感染したら、子どもが必要以上に自責の念に駆ら
れてしまうことも懸念しています。
明らかに第一波とは違い、感染者数もコロナ種も増えた昨今で、幼
稚園と学校だけ通常どおりするのはおかしいのではないでしょう
か。
教育現場で働く身なのですが、文科省が休校や分散登校を指示をし
ないために、通常と全く同じ対応をせざるを得なくなってしまって
いる現実があります。
ぜひ再検討をお願いいたします。

6 ページ

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:08:47 10代

男性

高校生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/8/2021 22:26:19 40代

女性

会社役員

1/8/2021 22:32:16 20代

男性

1/8/2021 22:37:35 10代

男性

1/8/2021 22:39:24 10代

男性

1/8/2021 22:41:39 20代

男性

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

休校に関して

今回の緊急事態宣言で、政府(文部科学省)は休校要請をしませんでし
たが、政府は休校するか否かにしかスポットを当てておらず、オン
ライン授業と対面授業をハイブリット方式で行うなどの対応を大学
以外には要請していません。ですが大学以外でもオンライン授業の
対応ができる学校もあり、そのような対応のできる学校には推奨す
るなどのことはできないのでしょうか。社会に出る人々を減らすた
めにはそのような対応をすることもいいのではないかと思います。
頑張ってください。応援しています。

学校教育

オンライン授業・選択登校制の実施

https://www.change.org/p/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91
%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E8%87%A3%E8%90%A9%E7%94%9F%E7%94%B0%E5%85%89%E4%B8%80%E5%85%A8%E5%9B%BD%E3%81%A7%E7%99%BB%E6%A0%A1%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%88
%B6%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%
B3%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%82%92%E8%A6%81%E6%9C
%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-796e87c2-184d4d17-a2c59be100d1c522?recruiter=1112301657&recruited_by_id=2093f040a8b3-11ea-be4f-2fbdae4f1091

学校教育

消費税減税

消費税減税で国民の財産を守ってください

大学生

学校教育

私は大学1年生です。この1年間はオンライン授業が基本で、キャンパスに足を踏み入れる機会
も少なく、サークル活動も制限されているため、大学生になったという実感があまりないで
す。小学校・中学校・高等学校は通常通りの授業が実施されていることを考えると、大学生だ
けが制限されているような気がします。文科省は、対面授業を一定数行っていない大学の名前
を公表するとしていますが、それによって大学が対面授業を増やすかどうかは分かりません。
そこで、国民民主党所属の国会議員の方には、私たち大学生の今までの日常が少しでも戻るよ
うに、政府や大学等に働きかけて欲しいと思います。

学生

学校教育

・緊急事態宣言の再発令に伴い私が進学する予定の大学も授業が全てオンラインに切り替わる
ことになりました。もちろん感染者を減らすために必要な事だとは思っていますが、学生や若
者ばかりに皺寄せがきているように考えてしまいます。更に、小学校から高校は感染対策を行
いながらではありますが学校に登校し対面授業を受け、友人たちと直接語り合う時間がありま
す。しかし、大学に限ってはキャンパスへの入構が制限されており通常通りに近い大学生活は
送れていないのではないでしょうか。大学生としての生活を守るためにも行動していただける
政党や政治家の方がいれば心強いです。
・ある大学では、感染した学生の行動によっては処分を行う事を示唆する発言がありました。
これは問題になるのでしょうか？？

つい最近選挙権を与えて頂いた18歳です。玉木代表のYouTubeや
Twitterを拝見して国民民主党に興味を持ちました。玉木代表の著書
も拝読しました。微力ではありますが応援させていただきたいと
思っています。体調に気をつけて頑張ってください！！

学校教育

大学でのオンライン授業

私の大学では、オンライン授業がメインでこの1年間進められてきま
した。
しかしながら、課題提出の授業ばかりで、教授から教わることは少
ないです。
その上、双方向のライブ型の授業や本来の大学の講義でやる量・質
の授業はほぼ9割がたありませんでした。それなのに満額で学費を
払っています。

参考にすべき著作や文献等

「税金下げろ規制をなく
せ」渡瀬裕哉著

国にオンライン授業がどのような内容で行われているか実態を把握
してもらい、適切な策を打ち出してほしいです。
学費の負担を減らすでも良いですし、オンライン授業のガイドライ
ンや内容に関してある程度の条件設定を設けたり、あまりオンライ
ン授業ができない場合は適切な対策を取って対面授業を促したりす
るなどできることはたくさんあると思います。

7 ページ

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:44:05 20代

男性

大学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/9/2021 2:16:32 20代

男性

大学3年生

学校教育

1/9/2021 5:30:14 30代

男性

教職員

学校教育

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

大学における「県外通学者」のオンライン推進
緊急事態宣言下における制限の周知徹底

1点目 大学は原則入校可能とし、対面授業などを宣言下以外では積
極的に行う一方で、県外通学者(岡山→香川など)にはオンライン授業
や試験を行えるようにして移動を控えることで学内の人数も減らせ
て席の間隔を取りながら授業を行うことが可能となる。
2点目 今回の緊急事態宣言は業種に絞ったものとなっているが、ど
こまでがセーフなのか見え辛い。例えば屋外のスポーツ施設や遊園
地といった感染のリスクが少ない場所を知らせることで風評被害を
食い止め、施設の利用をより安心して行える。国会の場から国民に
知らせて理解を呼びかけて欲しい。

大学3年生の学生です。新型コロナ感染拡大に伴う高等教育に関しての課題といえば、やは
りオンライン授業についての課題が一番大きいです。ですが、これについては議論が進んでお
りますし、3年生の私は単位取得が進んでいてオンライン授業の影響は小さく済みましたの
で、今回はオンライン授業については省略して、今回はあまり注目されていない課題のほうを
述べさせていただきます。図書館利用の制約についての問題です。
まず私の具体的な体験を軽く述べさせていただきます。1回目の緊急事態宣言の際は、私の
大学を含め、多くの大学は図書館を閉館しました。私は3年生なのでゼミ・演習の授業が多い
ですし、オンラインで利用可能な論文も多くなく、図書館が使えないのはかなり致命的でし
た。そして、地元の公立図書館も閉館していました。専門書は表紙だけでは内容が判断できな
いのでネットでの購入は難しく、専門書が買えるほどの大型書店の多くも閉店し、23区内で開
店しているのは神保町の三省堂くらいで、わざわざ出かけて数万円出費しました。
図書館利用に制限が出ることで、(2回目の緊急事態宣言では閉館しない選択をする大学が増
えたかもしれませんが、それにしても)自宅が大学から遠い学生は移動が難しく、図書館が利
用できず学習に支障が出るという問題が生じます。
解決策としては、まずはやはり、大学と公立の図書館は閉館しないことです。もちろん、ア
ルコール消毒、利用時間の制限、予約制、自習での利用の禁止などの感染症対策が大前提で
す。
次に思い浮かぶ解決策は、「大学図書館の相互利用」です。例えば国立大学の学生証を持っ
ている学生なら、在籍大学以外の国立大学の図書館も利用できる、というものです。そうすれ
ば、例えば首都圏の大学に在学しているが田舎の実家に戻ってオンライン授業を受けている、
という学生でも、地元の大学図書館を利用できます。あるいは、県境をまたいで遠距離通学を
する学生にも有効です。都内は感染者が多く移動が危険ですので、都内を移動して通学する学
生にも有効です。全大学の図書館相互利用は難しいと思いますが、文科省の融通で国立大学だ
けにでも、図書館相互利用を実現できないでしょうか？
第三の解決策として、図書館資料のアーカイヴ化が挙げられます。ただ、(私はアーカイヴ
ズ学を少し学んだことがあるので分かるのですが、)とても大変な作業です。一朝一夕には実
現せず、実現前にコロナ禍が終わってしまうと思います。ですが、中長期的に考えれば、例え
ばジャパンサーチなどのプラットフォームを活用するなどして、是非実現してほしいことで
何もかもがコロナが悪いになっているように感じる。

昨年9月の再出発以降、ずっと注目していますが、政策の質も高く現
実的で、提案のタイミングも良く、党の代表戦やインターネットの
使い方も先進的で、不支持する理由がありません。次の選挙では必
ず票を入れます。数字に表れるのは残念ながらもう少し時間がかか
るかもしれませんが、それまで、今のやり方で全然合っていると思
いますので(ただ一つ不安なのは、山尾さんが当選できるか心配…。
絶対当選させてください。)、ブレずに頑張ってください！ 応援して
ます！

参考にすべき著作や文献等

そうでは無いはずです。正規非正規の賃金格差、雇い止め、ワーキングプア、教育医療現場の
疲弊、非IT化等それらはコロナ以前から存在していたはずだと私は認識しています。
コロナへの対処療法は必要です。同時に問題に目を向け根本的な解決策を模索する事を望みま
す。
そうしなければ、何故その問題が起きたのかを考えない、対処療法をすれば解決。それで終わ
り。今後の対策も考えない。それが私の考える’課題’です。
解決策に関しては就職氷河期世代の方のコメントを対応させていただきます。
新型インフル、ＳＡＲＳ、それ以前から数年毎に世界規模で流行する病気があっただろう、
国、自治体、企業は予想できただろう、怠惰に時間を無駄に過ごしたのはあなたたちだろう、
就職面接時、私達不景気を例にそう言われた。
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学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 8:31:21 50代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

とにかく感染者を抑えて学校生活を普通に送れるようにしてほしい。学校教育の他にも医療や
経済などたくさん課題があると思いますが、我が家では現在高校２年生の子供が高校生活最後
の年、普通の高校生活を送らせてあげたいと切に願ってます。既に昨年はいろんなことを制限
されてました。そして間もなく修学旅行に行く予定でしたがそれも危うくなってきました。今
の２年生は、普通の高校生活を一年しか経験してません。今年は大丈夫だろうと思ってました
が、今の政策を見ていると、絶望感しかありません。人生で1番と言ってもいい楽しい高校生
活がこんな形で終わってしまうのが可哀想でなりません。
解決策と言っても、わたしにはわかりませんが、対策を小出しにしてダラダラ続いてるように
しか思えないので、玉木さんがおっしゃるような大きなことを短期間でやって、早く感染者を
最小にしてほしいです。

Go Toをやっている時、行きたくも田舎ではもし罹ったらすぐに個人
が特定されて色んな噂を立てられて大変なことになります。コロナ
の病気以外の精神的な苦痛を強いられます。それをわかっていてと
てもじゃないけど県外に出たりできません。県外に住んでいる子供
のところにさえ行けないんです。都会の方と田舎者では、コロナに
対してかなり温度差があるのではないかと思ってます。Go Toの時は
自由がきかないストレスに加えて私達がコツコツ働いて納めてる税
金がどんどん一定の人に使われて、それによってまたコロナが拡散
されるって考えただけで更にストレスしかないです。本当にまとも
な政策をお願いしたいです。まともな政策でとにかく早く収めてほ
しいです。

参考にすべき著作や文献等

医療も経済も大変なのに個人的なことを言ってすみません。
1/9/2021 8:32:39 10代

女性

高校生

学校教育

今年の夏にAO入試を受けようと考えている高校2年生です。AO入試の評価項目に活動履歴が
ありますが、今年は外で行う活動がほとんどできなかった人が多いと思います。オンラインで
のイベントを立ち上げるなどとは言っても、オンライン環境が整ってない人にとっては不利
だったのではないでしょうか。各大学ごとにアドミッションポリシーの違いはあれど、政府に
は家庭の経済状況で評価に影響が出すぎないように評価基準の統一的な見直しを呼びかけても
らいたいです。あと、わたしは地方に住んでいるのですが、このままだと受験前に首都圏の大
学のオープンキャンパスには一度も行けないのではないか、と不安です。オンラインオープン
キャンパスもありますが実際に見てみたいのになと思っています。

コロナという目に見えないウィルスのせいで高校生の貴重な青春が
奪われるのが本当に悔しいです。確かに医療従事者などエッセン
シャルワーカーの方々のお陰で私たちの生活は保てています。国や
自分、他の人の命を守るためには少しでも不必要な外出や密は避け
る必要があるのは充分理解しています。だから国からの指示にはき
ちんと従っています。しかし「コロナだから」という言葉で私たち
の一度しかない青春は一日一日と奪われています。私たちが思い出
を作ることは不必要なのでしょうか。本当はもっと友達と自由に遊
びたいし県外の大学に行く先輩とももっと遊びたかったし文化祭
だって友達や好きな人を招待したかったです。修学旅行だって海外
に行きたかったし、留学だって本当は行ける予定でした。体育祭も
なくなりました。政府は、政治家の方は国民の命を守るために一生
懸命仕事をしてくれていると思っています。そのために緊急事態宣
言を出すならこちらとも文句は言えないです。しかし国民は駒では
なく感情を持った人間です。友達とだって過ごしたいし好きな人に
も会いたいです。大学入試のことも心配です。高校生は選挙権ない
人が多いですが、高校生のことももっと考えて大人からの視点だけ
でない政策をお願いします。

1/9/2021 12:43:53 30代

男性

通信制高等 学校教育
学校生徒

群馬県の全日制の高校などでは生徒一人一人がパソコンやタブレットを持ち使い、ネットで
の授業を実行しようと県の教育委員会の方々が頑張っておられるみたいですが、通信制では今
でも筆記のアナログなレポートが多くあり、授業も直に登校をし受けるのが現状であります。
（同じく通信制の生徒にも、一人一人にパソコンやタブレット端末の提供をして頂きたい。）
しかしながら、NHKの高校講座を視聴して感想などを書くのも、授業数の補填としてはあり
ますがこれについては提出などがややこしく、感想のレポートについてはこれも筆記で提出も
アナログです。
教師の方々の仕事量は増えしまうのは申し訳ないところですが、アナログだけの提出と授業
への出席だけではなく、デジタル化をしてデーターとしてメールでレポートを学校に送る、
ネット授業など生徒には高齢者も居り、デジタルとアナログのどちらも選べるようにして欲し
いです。

自由記載欄という事で学校以外の問題ですが、国会にて自民党の
麻生太郎さんは、特別定額給付金について国会にて「前回の場合
は、緊急事態宣言があったので給付しました。」と解説をしていら
しゃいましたが、今回の緊急事態宣言の中でも全国民に対し一律で
特別定額給付金をやって頂いたほうが、国民の安心安全または、自
粛に繋がると思います。給付金を使う手段については、直に買いに
行かなくても良いネットショッピングや、直に買いに行っても食事
では、テイクアウトというものがあります。
それと、もう一つですが、国民民主党の代表である玉木さんの国
への提言を拝見しましたら、年金受給者などは給付対象から除外と
ありました、これでは生活保護を受けるほどでは無いけども少ない
年金でなんとかやっている高齢者の方々、病気や障害などで年金を
受給している方々などはどうなるのでしょうか？
私からの提案なのですが、今回の緊急事態宣言中での給付は、全
国民一律で１０万円で、中間層と低所得者層には10万円を追加し、
20万円でどうでしょうか？

1/9/2021 13:35:27 20代

男性

会社員

タブレット端末の給付は進んでいるが、家庭によってはWifi環境がなく自宅での学習に生かせ
ない。Wifiルーターの配布などの対応を行わないと教育格差が広がるのではないか。

学校教育
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学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/9/2021 13:49:45 60代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
自治体派遣 学校教育
職員
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

感染源の半分を占めている無症状者対応

緊急事態宣言は一時的な感染者抑制効果しかない。

参考にすべき著作や文献等

そもそも、感染者全体の四割を占め、感染源の半分を占めている無
症状者対応の議論がない。
「感染源対策」としての大規模PCR検査と感染者の早期保護隔離、
接触者の追跡による「ゼロ・コロナ」戦略を放棄し、「ウィズ・コ
ロナ」戦略で無症状感染者を放置してきたのが、コロナ対策失敗の
原因ではないのか。
「ゼロ・コロナ」対策をとった中国、台湾、ベトナム、オーストラ
リア、ニュージーランドなどはコロナに打ち勝ち。「ウィズ・コロ
ナ」戦略を取った国は感染の波に飲み込まれている。
アジアを含む世界中でワクチンの接種が始まってるのに日本は何
故、二か月も遅れているのか。
ウイルスを根絶する意思がなく、中途半端なダラダラ対応を続けて
いる政治が国民を苦しめていませんか。
医師を含めた科学的な議論を期待します。

1/9/2021 14:03:49 40代

男性

会社員

学校教育

未来ある子供達への対策が、後手後手で
我慢だけしいる状態に憤りを感じます。
最優先すべきは、医療現場と子供達だと考えます。
観光や飲食ではないはずです。

1/9/2021 14:42:09 50代

無回答

自営業

学校教育

菅内閣総理大臣が、携帯電話普及の為に武田総務大臣に、主要携帯会社に値下げを掛けてい
る状態です。安くなる事には、大変に良いのですが、スマートフォンは、私の様な高齢者に
とってみれば電話と辞書それも広辞苑以上の内容、また、テレビ、新聞、カメラ、ビデオ、映
画、録音装置、ワープロ、位置情報、各お店の電話番号、口コミなどでの、お店の情報、ヒソ
ヒソ話、お悩み相談、鉄道予約、地図、等、数々あり、まさに、便利な道具であります。良い
点は、数多く、正しく使用すれば、非常に便利です。
しかし、安くなればなる程、小学生低学年からでも保護者が許可したら、防犯対策としても
使用できるので、今でもその利用は、多くなって来ています。でも、もう既に、悪いと思われ
る事件も発生している事も事実です。例えば、いしめの道具や人権を脅かす行為、大麻や合成
麻薬、覚醒剤の違法な販売、先に犯罪となった女子プロレスラーの木村花さんの誹謗中傷によ
る、自殺や神奈川県座間市内のtwitterを使用して自殺願望の方を呼び出し、女性の性暴力と９
名の方の絞殺事件、twitterを使用した公共施設への爆破予告、ちょっとした気に食わない先生
への誹謗中傷や付き纏をして、プライベートの写真等の拡散、内部告発の利用の道具、ポルノ
の違法閲覧等数え切れない由々しき行動による違法行為等も増加している事も、事実です。小
学生などは、一番、脳が発達する時期で、私の様な時代遅れの高齢者よりも、ずっと覚えが良
く私は、自分の子供（中学一年生の息子や高校一年生の娘）に、教えを講じて使用していま
す。さて、前置きは、この位にして、良し悪しが、まだ、分かっていない子供に、平気でス
マートフォンを渡していいか保護者である私は、迷いましたが、中学一年生ので渡す事に、し
ました。大多数の同級生が持っていると言うのです。私の子は学校では持ち込み禁止なので、
家に帰ってからは、新聞はもちろん、テレビさえ見ません。帰ってからは、すぐにYou Tube
のゲームや人気You Tubeバーの動画しか見ません。学校に必要な宿題や自主的学習は、させ
ていますが、これが我が家の実態です。スマートフォンの普及は良いのですが、善悪の教育を
する迄に、スマートフォンを持たせても良いのかと思うと、心配は、ついて来ます。だからこ
そ低年齢化して普及が進むのと同時に善悪の道徳教育を同時にしないといけないと私は、思っ
ています。それと悪の利用行為で法律違反をする事が予想される事には、法律を改正、また
は、その弊害の防止に適した新たな法律を作るべきだと、考えています。どう思われますか?
ちなみに私の子供に対しては、いや何をしているのかを確認はしますが、ベッドホォンをして
いるので、子供はいつもの変事は、You Tube見てるだけと言います。あまり詮索すると子供
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昨春の反省と島国の利点を生かさず感染拡大中も、入国をシャット
ダウンしない政府には何も期待ができない。

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 19:13:00 40代

女性

薬剤師

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

・特措法の延長に反対です。なぜなら「今回の新型コロナウイルス感染症は、PCR検査数と
PCR検査陽性者数の報道だけが拡大する一方で、重症者と死者はインフルエンザよりも圧倒的
に少なく、通常のインフルエンザや風邪と同等の扱いにすべきことを数字が明確に示してい
る」からです。
・指定感染症法から解除されるだけで過剰な対策は必要なくなり、経済破綻や倒産・失業・自
殺者は大幅に減少するはずです。
・本来、医療資源は、重症者に対する「高度医療」にこそ投下すべきであり、単なるPCR検査
陽性者という「病気未満」の軽症者や無症状者に不要な医療資源を割くことは、無意味な医療
資源の枯渇を招き、本来もっと重要な治療を受けるべき患者の治療の機会を奪うことになりま
す。
・また、指定感染症を継続すれば感染症指定医療機関に負荷がかかり、現状、様々な感染症が
PCR検査によって新型コロナウイルス感染症陽性と判定された場合、指定医療機関のキャパシ
ティを超える医療崩壊の可能性に繋がります。
・過去の新型インフルエンザは、今回のコロナより遥かに多くの感染者・死者を出しました
が、指定感染症でなかった為に国民の活動制限や経済破綻、それによる犠牲者もありませんで
した。
・現状、指定感染症であるが為に多くの国民が過剰な対策を強いられており、病気による死者
を遥かに超える経済死が出ていることは大きな問題です。特措法の延長は論外で、即刻特措法
を停止すべきです。

1/10/2021 5:32:06 60代

男性

1/10/2021 8:47:15 10代

女性

1/10/2021 10:49:19 20代

男性

1/10/2021 12:14:39 50代

男性

教育関係

学生

自営業

学校教育

児童・生徒がマスクをつけているための弊害が大きい。
マスクを付けていると、児童・生徒の表情を教師は読み取ることが
マスクを強要するのでなく、校区に感染者がいないのであれば、マスクは本人の意思により校 できず、生徒指導上問題が大きい。
内での着用は任せるほうがよい。
児童・生徒はマスク着用によりストレスをためやすく、学習への集
中力が低下しているように思える。

学校教育

学校の先生が、大声で話す時にマスクを外す。何のためのマスクかわからない。マスクは会話
の時こそ大事だと、文部科学省から通達してほしい。

学校教育

私は現在、東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科の1年生です。
大学の授業は多くがオンラインとなっていて、オンラインで課題を提出することが多いです。
その一方で、授業の方法がバラバラすぎてすごく混乱します。ZOOM、Cisco、Teams、
Powerpoint、YouTubeで先生方が好きなように授業をしてしまい、覚えておかないといけな
いことが多いです。また、課題の提出方法もメールだったり、大学のポータルシステムだった
り、Googleのアンケートだったりと負担が重いです。さらに、対面にこだわる先生がいた
り、課題提出も直接出さないといけない先生がいたりして、その度に学生が移動して大学まで
課題を提出するという状況があります。
そこで、提案です。全て統一して学習できるようなシステムを作るべきではないでそうか。学
生の負担が減ると考えます。現在のポータルシステムは機能が弱すぎて、先生方も他の選択肢
を取るのだと思います。大学のオンライン教育システムを一気に整え、先生方も研究以外の無
駄な時間を取られることなく、また学生も他の大学の興味のある授業を見ることができたりす
るようにするべきではないでしょうか。
最近の国民民主党の政策の提案を積極的にする姿勢は、私たちの世代にとって新鮮で誠実だと
思います。このように意見を書きやすいのも良いと思います。時間はかかると思いますが、応
援しております。

学校教育

コロナ発生源の調査依頼
調査）

⑴日本の大学は世界から遅
れているのか？ コロナが浮
き彫りにした「本当の現
実」
https://gendai.ismedia.jp/ar
ticles/-/78897
⑵「質問に返事なし」「自
習のみ」 大学オンライン
授業の実態
https://www.itmedia.co.jp/n
ews/articles/2012/24/news
060.html
⑶オンライン授業に関する
調査結果 – 早稲田大学
https://www.waseda.jp/top/
news/70555

（日本政府が中国に対して、あるいは日本の専門家集団が中国にて ワクチンができているとは聞いていますが、一方で変異種も出てき
ており、いたちごっこになると思います。ですので、根本治療に相
当する「コロナ発生源の調査」を政府に要請してください。よろし
くお願いします。
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タイムスタンプ

年代

性別

1/10/2021 17:33:56 10代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
高校２年生 学校教育
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

緊急事態宣言によって東京等では分散登校が行われ、部活ができないと知りました。
学校は広島県立です
しかし、分散登校では週に受けられる授業数が減ってしまいます。
また部活動は全員で集まってできないなど教育活動に影響が出てしまいます。
そこで私は双方向のオンライン授業が全国全ての小・中・高等学校でできるように
・学校の通信サーバーの増強
・デジタルデバイスを持っていない生徒への貸し出し用PCの購入
のための予算措置を国にお願いします。
双方向のオンライン授業には以下のメリットが考えられます。
・分散登校でも全員授業に参加可能なため授業の遅れがなくなる。そのため
春休みの短縮などによる教職員・生徒の負担がなくなる。
・その場での質問等も可能なので教育の質も高まる。
・感染者の発生による校内の消毒期間中も授業が可能
・コロナに罹患した生徒も授業に参加可能
・アフターコロナの教育の質を大幅に高められる（例 他校の授業に参加可能、怪我等で入院
しているときにも授業に参加可能など)
・部活動をオンラインで行えば練習内容の共有やミーティングなどが可能。
私は３月の休校のときは学校からの課題だけで授業が進まず勉強の遅れに焦りを感じました。
また４月から５月の休校では学校からgoogle classroom による学校からの授業動画の配信が
一部教科でありました。しかし、双方向のオンライン授業はなかったためどんどん進む学習内
容があまり理解できませんでした。
なので双方向のオンライン授業は重要だと考えます。
どうかお願いします

1/11/2021 10:42:38 10代

男性

大学生

学校教育

大学生に対する支援策

昨年からの新型コロナウイルスの影響で、昨年の前期(4月)からの授
業は、オンライン授業が続いており、私の友人のなかには、一度も
キャンパスに行ったことがないという声も耳にします。オンライン
授業のメリットも、授業を受ける上で、見つかりましたが、大学に
通っていないにも関わらず、施設維持費などの費用を負担しなけれ
ばなりません。この現状を踏まえまして、各大学が学生に対して支
援を打ち出していますが、学校法人のみの力では限界があります。
そこで、御党には、大学生に対しての支援を充実させてほしいと考
えております。所得制限なしで、学生に対して、一律10万円の現金
給付又は学費減額分に充当させるといった支援です。学生が学習に
取り組める環境を整備してください。若者の支援が、感染対策防止
や将来の日本のためになります。
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年代

性別

ご職業

1/11/2021 14:05:36 40代

男性

会社員

1/11/2021 14:52:08 30代

1/11/2021 15:50:58 10代

男性

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

学校教育

学生(現在大 学校教育
学１年生）

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

課題：小中学校など公教育の現場における感染リスクの高まり。
説明：今年四月に小学校に入学する子供を抱える当事者として、市中感染が広がっている状況
下で、対面を前提とする公教育の在り方に不安を感じております。学校は三密になりやすい環
境であること、小児は比較的感染によるリスクは低いとされているなか主に海外から重症化・
死亡・後遺症の事例や研究結果に関する報道が増えていること、などを鑑み、子供を感染症か
ら守るために、更なる政策議論と迅速な政策展開が必要と考えます。諸外国・都市では、オン
ライン授業を取り入れる動きがみられる中、日本では春の一斉休校の後は、市中感染が拡大を
続けていたとしても対面の原則に拘泥しており、「学びを止めない」というスローガンのも
と、対面以外の手法も取り入れることで感染リスクの予防と「学びを継続する」ことの両立を
図る政治的・政策的努力を続けている様子が見受けられません。
解決策：
直近・・・選択登校制とオンライン授業の速やかな拡充支援（寝屋川市等の先行事例を踏まえ
て、政府として各自治体で積極的に検討するよう方向を転換。選択登校制とオンライン授業に
取り組む自治体には、オンライン化のためのインフラの整備費用の補助を行う。また、併せ
て、登校時のリスクを極小化するために、最高水準の感染対策を行うための予算についても補
助を行う。具体的には、CO2濃度を800ppm以下で維持するためにCO2モニターを設置し、窓
開け換気を促す。併せて、HEPAフィルタ対応の空気清浄機を教室に設置する）
中長期・・・全面オンライン、オンライン主体で対面とのハイブリッド（実技のみ対面な
ど）、対面主体で登校選択制によるオンラインとのハイブリッドなど、考えうる教育形態ごと
に、教育と感染リスク等の様々なリスク抑制の効果のそれぞれについて実証研究を行い、パン
デミックや災害などの非常事態時にもしなやかに対応できる公教育の在り方について、エビデ
ンスベースで政策議論を深め、文科省の政策に反映する。「子供を守る」ことと「学びを止め
ない」ことの両立を図る。

まずは選択登校制とオンライン授業の導入が急がれますが、併せ
て、三密環境になりやすい学校現場では、最高水準の感染対策が望
まれると考えております。

明らかな文化の崩壊。民度の低下。
これらは全て教育と公共政策の低下によるもの。
教育(教師教育設備)と文化継承発展に予算をつける。
必要な予算(国債)は発行すればいい。
これらは即効性がないため、今のコロナ禍明日に不安を抱える人からすれば、そんな事に金を
回す余裕があるなら、と思われるかもしれないが、こういう状況であるからこそ、将来への投
資の重要性も深刻に考えるべき時だ。

・１年間の学費を返還、あるいはこれからの授業料を減免してほしい。
（父と私自身）
・「コロナパンデミックが発生している現代社会」に適応した、
一人一人に合った教育方法の確立。
（現行体制の「オンライン＆対面」の併用体制では不十分）（私自身）
・奨学金制度の見直し。（現行体制の貸与体制では不十分）（私自身）

参考にすべき著作や文献等

エアロゾル感染のリスクについて注目が集まっている中、特に換気
および空気の浄化対策については、全国的に再点検し、「子供をま
もる」ために必要な政策を展開すべきと考えます。
CO2濃度の基準における乖離（学校環境衛生基準では1500ppm、新
型コロナウイルス感染症厚生労働省対策本部基準では1000ppm以
下）および換気が難しい寒冷な場面におけるHEPAフィルター付き空
気清浄機の重要性については、国として、現在の衛生管理マニュア
ルや政策よりも、一歩踏み込んだ推奨や支援が必要ではないかと思
われます。
学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア
ル
～「学校の新しい生活様式」～
https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kouhou01000004520_01.pdf
（「十分な換気ができているか心配な場合には、換気の指標とし
て、学校薬剤師の支援を得つつ、CO２モニターにより二酸化炭素濃
度を計測することが可能です。学校環境衛生基準では、1500ppm を
基準としています。」）
寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント
https://corona.go.jp/proposal/pdf/cold_region_20201112.pdf
（2段階の換気やHEPAフィルター付きの空気清浄機の使用も考えら
国の借金と財政破綻論からの脱却が一つ。
そして必要以上に無駄な予算は付けない。
そして国の権限が政府に集中し過ぎないよう、バランスを取る。
官僚を救わなければ、日本はツギハギ国家に成り下がる。これも政
府権力が肥大化した結果。
問題だらけなので、どうにか日本再興頑張ってください。
国民への刑事罰の提言は有り得ません。国民の人権の相対的低下に
繋がります。この点を除けば応援してます。
（補足）
必要最低限「・１年間の学費を返還、あるいはこれからの授業料を
減免してほしい。（父と私自身）」ができてくれるだけでも、本当
に大きな一歩になります。
（他の二つの課題は、私自身の責任もあるため、二の次、三の次で
十分。）

以下、大学の課題として回
答したものです。
【演習】次の論題に対し
て、自分の主張とその根
拠、自分の主張に対する批
判、批判に対する反論を、
それぞれ考えて、ひとつの
文章にまとめてください。
（150字程度）→（注:自分
自身の思いが強くなりすぎ
てオーバーしています。）
〔論題〕学校教育において
競争を利用することは間
違っているのだろうか。
たとえば、試験のあとに成
績順に席替えすることはど
うだろうか。あるいは、運
動会から徒競走のような順
位がつく種目を削除するべ
きなのだろうか。
私は、たとえ学校教育でも
競争は必要だと考える。
なぜなら、日本は「自由主
義国家」であり、「自由主
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「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/11/2021 17:00:07 10代

女性

学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

1/11/2021 18:42:32 20代

男性

大学生

学校教育

先の春に大学に入学した1年生です。入学当初からオンライン授業で、未だに同級生との交流
はほとんどありません。このまま、感染がおさまらなければ、来期もオンライン授業になると
大学から通達が来ました。
対面授業を行うように文科大臣は働きかけてくださいますが、私の大学では対面授業が多く行
われているのは3.4年生で、下級生はほとんど行われてません。また、対面授業とオンライン
授業を併用するという授業でも、全15回のうち1〜3回だけ対面授業で他は全てオンライン授
業というものも多くあります。
ぜひ、実態把握と対面授業の再開を発信していってほしいと思います。
私は都内の大学に通っていますが、友人の通う地方の大学では対面授業が行われ、対面授業に
コロナを原因として出席できない場合はオンライン対応で出席をカウントするということをし
ているといいます。都内の大学でも、そのような対応をしてくださるように働きかけることは
できないでしょうか。

1/11/2021 23:58:42 40代

女性

派遣

学校教育

基本的な学校教育は破綻しています。こうなるから9月入学を求め今年度の学生、先生に時間
のゆとりを与えてほしかったのに。9月入学を阻止して出してきた学びの保障はどうなりまし
たか？何も保障できていませんよね？オンラインはどうなりましたか？できていませんよね？
このまま今年度を終わらせたら憲法違反です。早急に取り組んでください
これ以上子供たちに苦しい思いをさせないでください。たくさんの中高生の心が壊れかけてい
ます

1/12/2021 0:04:13 40代

女性

パート(介護 学校教育
職)

去年の休校とこれからの学校について
去年の休校は子供たちの健康を守るために必要だったと思います
その後時間があったのに何故オンライン授業等への準備が進んでないのでしょうか？
今感染拡大していてオンライン授業できれば三密の学校に登校しなくてもいいのにと思います
今休校にしない事の意味がわかりません
すぐに休校してもらいたいですし、去年の休校分とあわせて今年度延長もしてほしいと思って
います

1/12/2021 0:25:44 40代

女性

パート

学校における感染拡大

タイムスタンプ

学校教育

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

無事に試験に受かれば今年の春から大学生ですが、大学の対面授業の全面的な再開はいつにな
るのでしょうか。
また今医療崩壊が取沙汰されているのは指定感染症2類相当にしている影響とも聞きました
が、効く薬や治療法も分かっているのになぜ引き下げないのでしょうか。

川崎市で中3と中1の子供がいます。
12月からの感染の爆発的拡大により、子供のクラスでも感染者は出
ました。感染してしまうことは仕方がないことです。責める気は毛
頭ありません。
しかし陽性者が出たにも関わらず、その後濃厚接触者と見なされpcr
検査にまわったのは1人。マスクをしていたら濃厚ではない、15分以
下なら、1m以上なら、と。
ありえますか？
屋外と屋内でもリスクは違うはずなのに一律の定義により検査はほ
ぼされませんでした。冬休みを挟み、そのクラスは欠席者(理由は知
らされていません)が3人増えています。
濃厚接触者の追跡を諦めると同時にpcr検査への道も狭くしていた
ら、無症状や軽症の感染者が広めていくのは当然のこととなりま
す。
当然の帰結ですが、地域内において子供の感染報告も日々増加して
います。
そして我が家には受験生がいます。
小学生の頃から夢を持ち努力してきた彼女が、今、感染したり濃厚
接触者(今後は指定されないかもしれませんが)になった時、受験でき
なくなる恐れもあるという非常に強いストレスに襲われています。
学校が休業出ない限りへ行かないわけにはいきません。子供たちの
大会や行事なども成長に欠かせない大切なものとも強く思っていま
す。
しかし今は感染したら困る人達のためにも医療崩壊を防ぐために
も、｢感染を止める｣ことが第一義ではないでしょうか。
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性別

ご職業

1/12/2021 6:40:20 50代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
学校教育

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

オンライン授業を活用していく。よい授業は録画で十分です。教員は足りないところを、個別
に補ってやればいい。
そうすれば、教員不足も解消する。
働き方改革も進められる。
不登校児への援助にも使える。

1/12/2021 8:06:18 50代

女性

会社員

学校教育

感染拡大対策に休校必須

日本は先進国ですか？本当に？？
台湾、ニュージーランドのようにしないと経済は回らないことがど
うして政府にはわからないの？？
そこで、休校。
感染経路に子供がなるのは事実なのだから経路遮断の意味でも幼保
から大学まで休校するのは当たり前だとおもいます。
子供達は経済的に寄与しません。
働けなくなる一部の方々の人柱にするには犠牲が大きすぎる。
教育現場の感染状況の方が飲食よりクラスターが多いことに政府は
目をつぶってる。
何故なら、9月入学を見送ったせいで時間がないからだ。
今年度延長さえすれば時間が生まれる。
感染から守れる。
9月に見送ったことが間違いであったのではありませんか？
大人の失態は大人が責任を負って対策を打つべき。（実効性のあ
る）入試に関しても感染状況に応じてフレキシブルなものを考えら
れる人を文科省やDNCに据えてください。
まず一刻を争う休校指示を出してください。
緊急事態ですよ！

1/12/2021 9:46:12 40代

女性

主婦

学校教育

コロナが蔓延中に学校を開くのは愚策。エッセンシャルワーカーのお子さんだけ登校し、低年 一刻も早く対応しないと手遅れになります！！
齢は学童保育で預かれば良いのでは。
子供が家庭に持ち帰り家庭内感染→保護者死亡、後遺症で労働できなくなり貧困も悪化しま
す。
イギリスはその方向に舵をきりました。
ゼロコロナを目指すことが経済を良くする近道だと思う。

15 ページ

学校教育（70件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 11:03:13 40代

男性

自営業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

1/8/2021 11:28:44 40代

男性

農業

飲食業

緊急事態宣言により飲食店等に補償が一律の金額で行われることになりますが、店舗によって
全く足りなかったり、逆に普段の売り上げより多く補償される不公平さを感じます。
農業共済では収入保険というのがあり、災害時過去の収入に応じて一定の割合で補償する制度
があります。
これをコロナで応用できないでしょうか。
各企業には法人番号がありますので、それをもとに過去5年程度の収入の平均を算出し、その7
～8割を補償するような仕組みです。
最初の算定や仕組みづくりには時間がかかりますが、仕組みができてしまえば次回以降は法人
番号の入力ですぐに算出できるのではないかと考えます。
それでも不公平感は残るかと思いますが、一律に配るよりは是正されるものと思います。
しっかりした補償があっての要請だと考えます。
宜しくお願いします。

1/8/2021 12:10:14 30代

男性

飲食業

緊急事態宣言下において、飲食業は困窮してると感じます。
自身は飲食業で働いているわけではないですが、SNSで流れてくる飲食業の心の叫びには胸が
痛いです…
Gotoキャンペーンが今の現状を招いた。とする論調には厳に抗議したい。
何かのせい、誰かのせいを繰り返すような首都政府と、日本政府には本当に情けなさを感じま
す。
飲食業を救うためには一人で利用しやすい制度設計と、観光、飲食業には手厚い支援策を講じ
ることが必要だと考えます。
具体的な解決策は持ち合わせてないですが、政府は、あまねく国民を救う立場にあります。
よろしくお願いします

1/8/2021 12:22:27 40代

男性

漫画家

飲食業

持続化給付金の期限について、2021年1月15日期限となっており、対象売上月が12月の場合に 可処分所得を増やす、という方向性を政策として是非強調していた
1月末までの延長が可能とありましたが、そもそも棚卸し売上結果が出てくるのは翌月下旬の だきたいです。 応援しています。
事ですので12月の売上結果は1月下旬にならなければ確定しませんから、そもそも締切日の設
定自体がおかしいと感じております。
また、延長申請の可否の通知が締切日である15日以降であること、延長は書類提出の延長で
あって、入力の延長には言及がないことなど現時点で甚だ不安があります。 多くの自営業者
は期末締め会計で12月分を合算処理して計上しますから影響も大きいと思われます。
次に、消費税についての負担が極めて重いです。
消費税は課税事業者の場合、売上が赤字であろうとも徴収されますから、ただでさえコロナ禍
の中厳しい売上にもかかわらず数十万の支出を強いられる事は死活問題となっていますので、
もともと撤廃すべきと考えてもおりますが、まずは短期的にでも消費税を廃絶していただきた
いです。

1/8/2021 12:23:30 10代

男性

高校生

飲食業

自分は高校生で友達と遊びに行ったり、夜ご飯を食べたりということがあります。飲食業を営
んでいるわけではありませんが、なぜ飲食を中心に今回緊急事態宣言を出すのかが分かりませ
ん。もし飲食業のお店が8時までとなるのなら、外食は全然できなくなってしまったり、早い
時間に人が集まり、それこそ密になるのでは？とも思います。そして飲食の場で言うのなら学
校も無視していい対象とは思えません。昼食の時みんなで集まったりというのは絶対に起きま
す！現時点で先生が注意しても起きております。国として見ることがありすぎて大変だとは思
いますが、今一度飲食以外の感染について考えていただき、補償も充実させて欲しいです。

1/8/2021 12:26:22 20代

男性

学生

飲食業

コロナの蔓延を防ぐために人の密接を防ぐ事が課題であり、密接に繋がる仕事を行う会社への
支援金などが重要だと思います。
偏に時短営業と言っても経済的に余裕がなく店を開くしかない場所もあると思います。
今必要なのはなぜ時短営業に賛同できない店があるのか、について詳しく調べる事だと私は思
います。

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

検査の拡充を求める声が野党界隈から多く聞かれますが、検査しても確実な隔離が出来ていな 命令に従わない飲食事業者への懲役刑は愚策中の愚策なので取り下
い現状で検査数を増やす事は、保健所や病院の負担を重くするだけです。
げを
検査の拡充を求めるより先に、まず現状出来ていない確実な隔離を。

1 ページ

昔は野党より自民党の方を信頼していました。
その理由は、野党は批判しかしないからでした。
でも、立憲と別れたことにより、国民民主党はいろいろ提言をする
政党になったと感じました。
数が少ないのであまり目立たないですが、地道に対案や提言を発信
し続けることで、必ず御党の考え方が国民に浸透していくと確信し
ています。
これからも、国民目線での政策を立案し、最終的には政権奪取を目
指して頑張ってもらえればと存じます。

父親が宿泊業をしているのですが、今回のGotoで12月は大変助かっ
ていました。がしかし、Gotoの説明会など大手企業を対象としす
ぎ、自分の父親は死ぬ気で負けじと説明会など連絡をしまくり、残
りひと枠などで行かせていただいていました。すごく大変そうでし
た。どうか大企業のみならず、中小企業、小さい自営業のお店も目
に見てもらって、補償などをしっかりして頂きたいです！ 抽象的で
申し訳ないですが、家族として自分の父親が働いているのを見た感
想です。

飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

1/8/2021 12:44:27 50代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
居酒屋経営 飲食業

1/8/2021 12:44:52 20代

男性

学生

飲食業

1/8/2021 12:49:25 20代

男性

大学生

飲食業

私は現状の政府の政策はある種わかりやすいものの抜本的な対策ではないと考えます。その 補足ですが、決して時短営業等の対策が効果がないと述べているわ
上で、2点コロナ対策について重要な点があると考えます。
けではありません。より本質的な点を主要な対策とすることによっ
まず、アルバイトで飲食・接客業をしておりますが、(コンビニ等で)マスクを着用していな て、国民の意識が大きく変わるのではないかという提言です。
いお客様がご来店される場面を見かけます。このようなシーンでの感染は可視化されづらいた
め、あまり問題とされませんが、私はここにコロナ対策の要があると考えます。「少しくらい
ならマスクなしでも大丈夫」と言ったような対策への気の緩みが、感染拡大を許してしまった
ように感じます。
また、1回目の緊急事態宣言以降、経済の活性化を目指してきましたが、最近では「経済の
活性化」を口実として感染しやすい状況を作ることを正当化しているように感じます。年末の
会食でクラスターが発生した事例の会見で、「1年に一回くらいは、経済の活性化にもなるた
め問題ないと思った」という旨の発言がありましたが、まさにこれは経済の活性化を口実にし
ているだけのように思われます。
現状、政府は時短営業要請等の対策をしていますが、こういった実施している実感はわかり
やすいものの表層的な施策が多いように感じます。上述した問題点を解決するためには、「マ
スクの着用を徹底するよう要請する」「緊急事態解除後もコロナ対策と両立する形で経済の活
性化を目指す(経済の活性化を口実としない)」といった、スローガン的で曖昧であるものの本
質的に感染の抑制を目指す施策を、(付随的ではなく主要な面として)前面に押し出す必要があ
ると考えます。
こうした指針は、本来強制力を持ちうる政府が取るべきではなく、より実際的な政策(時短
営業要請など)を行うべきだ、という主張もあるかと思います。しかし、この逼迫した状況で
は、こうしたわかりやすさではなく、より本質的であるかどうかで政策を決定するべきである
と考えます。

1/8/2021 12:52:23 40代

男性

会社員

飲食業

まず飲食店が全部潰れてしまうのではないかという懸念が一番大きいです。8時に閉店するこ
とにより売り上げがほぼなくなってしまうような店舗もあると思いますし、まず従業員は解雇
せざるを得ず、家賃やその他の固定費を支払えなくなれば営業を諦めることになるでしょう。
そのような状況を回避するための充分な補償を行なってもらいたい。

タイムスタンプ

ご職業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

風評被害

福井県で居酒屋を経営しております。
今回の緊急事態宣言により、
予約キャンセルが相次いでおります。
県知事の方より、成人式は行うが
その後の飲食は危険なので
やめてほしいとの発信がありました。
毎年成人式は売上も非常に大きく
我々のような個人店は大打撃です。
また、小さな市町村では、我が町に
感染者が出ると、一気に外食需要が
なくなります。
これはもう、国、自治体による風評被害です。
前回の緊急事態宣言時は
矢継ぎ早に給付の情報があり
なんとか耐えましたが、
今回は該当地域外は何もなく
ただただ風評被害がおき
売上は前年の30%程度になっています。
年末年始の帰省がなくなり
成人式、忘新年会がなくなり緊急事態宣言
相当厳しいです。
早く国民民主の提案48兆の財政出動
をお願いしたいです。
特に我々居酒屋業態にとって
12月、1月は特別な月で
年間の約4割の売上を占める
大切な月です。
飲食店は一蘭というラーメン屋のように1人1人の席をしきるルールを作るべきだと思います。 それを奪われた意味をもっと
4人テーブルも4つに仕切り敢えて知り合い同士は席を離し相席にすることで飲食中に会話せず
感染確率を下げれると思います。
またgotoeatは再開するとしても1人での予約限定にすると良いと思います。gototravelも同様
に1人限定で緊急事態宣言解除後に再開してもよいと思います。

2 ページ

飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:55:00 30代

女性

栄養士

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

1/8/2021 12:59:28 40代

男性

会社員

飲食業

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

基幹病院ばかり受け入れして、他の病院が暇になっている状況がちょっと変だなと思います。
致死率が高くないのに、エボラ出血熱並みの隔離体制はどうなの？と思ってしまう。
換気設備が不十分な飲食店が多い中窓やドアを開けてなんとか換気している店も多いかと思い
ます。
緊急事態宣言中の休業や時短営業の機会を捉え最新の給換気設備を導入する事を推進してはど
うでしょうか？
給換気設備導入の為のリフォームに補助金を付けて促進する。
その事によって感染のリスクを減らし店も客も安心して経済活動を行える環境整備になりま
す。
また幼保小中高各教育現場でも真冬の寒い時期に窓を開けて換気をし寒さで集中力の低下や体
調不良を招く事もあるので同様に換気設備導入を推進し冷暖房をしっかりしつつ換気も万全な
教室作りに財政支出するべきです。

1/8/2021 13:03:10 50代

男性

サラリーマ 飲食業
ン

時短宣言して闇営業対策

1/8/2021 13:53:40 10代

男性

学生

飲食業

コロナの感染によってではなく仕事を失いお金がなく苦しんでる人の方が多い気がする。
学生でまだ知識が少ないがもっと生きるために頑張って働いてる人
結局感染した時にお金がなくて医療が受けられなければ意味がない。解決策としては、マスコ の気持ちを考えるべきだと思う。これじゃ政府が働いてる人の首を
ミがもっと国民に日本の医療体制の素晴らしさを伝える。日本も世界最高水準の医療を持って 切っているようなもん
いるのだから。あと不安な気持ちになることを無理に放送しない。

1/8/2021 14:09:20 50代

男性

自営

飲食業

ビジネストラックを、止めないで、
緊急事態宣言を出す、菅政権に怒りを感じます。

給付金では足りず時短に応じられないのは気持ちがわかるけど給付
金貰って闇営業だけは許せない、そう言う店こそ店名公表して欲し
い

菅政権は、コロナウイルスを、なめています。
責任追及を、お願いいたします。👊

飲食店潰しだ。
エビデンスが、無いのに時短要請。
ふざけている。😡

1/8/2021 14:51:19 40代

男性

会社員

飲食業

飲食業が大変なのは十二分に理解できるが、飲食業だけに金を渡すのが何度考えても理解でき
ない。
野党の攻撃材料の為だけに利用されたGoToトラベル中止に関しても、経済効果に関しては全
く着目せず、雰囲気だけの何の証左のない「移動のせいで感染者が増えた」と言い張り、海外
渡航者の入国緩和に関しては知らぬ存ぜぬ。
GoTo開始時期と感染者増加の時期が全く一致しておらず、入国緩和の時期と感染者増加を照
らし合わせれば小学生でも理解できる因果を無視。
上記をバカなマスコミが必死に喧伝するのは今更で語る価値もないが、それに乗っかる野党連
中には吐き気すら覚える。
菅政権が完璧とは言わない。安部政権時もしかり。それを補って余りある野党のクズっぷりを
野党は自覚しなければならない。
クズっぷりを理解するだけでクズから脱却できる。
少数を生かし多数を殺そうとする野党の考えには所詮少数の賛同しかない。
本当に困っている層、優先順位が先の層、生命の危機が迫っている層等を本当に理解し伴う政
策を提言すればそれがたとえ少数の層であっても多数は必ず理解する。
それが適う野党が誕生するまで何年かかるのか。
コロナについてもしかり「緊急事態宣言を出すのが遅すぎた」などはバカの象徴。
前もって出せないから緊急なのに、わかっている政治家ですら政権攻撃の材料に使えるから
黙っている。
そういうのやめてくれたら少しはコロナも落ち着くかも。

3 ページ

飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 14:56:37 20代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

1/8/2021 15:00:28 20代

女性

飲食業

飲食業

課題としては飲食店のコロナ禍による収入の大幅な減少が挙げられると考えます。
現在コロナ禍により倒産する店が急増しており、個人店であるとそ
また解決策としては十分な補償をすることが挙げられ、その際にどの程度補償するのかについ の傾向は顕著です。また営業時間の短縮により一番の稼ぎ時に稼ぐ
ても提示すべきだと考えます。
ことができず、酒類を提供する店が8時閉店の要請を受けると収入の
殆どを失うことになります。そのためにも十分な補償と、どの程度
補償してくださるかについての情報は必要であると考えます。

1/8/2021 15:02:08 40代

男性

公務員

飲食業

飲食店への対応について、休業してくれたら休業補償を出す、休業に応じない店名を晒す、罰
則を設けるは全て間違っている。私の考える解決策として、休業は求めない。時短は求めて良
い。感染防御対策を完璧にしている飲食店に対して補助金を出す。対策を実施していない飲食
店は感染の危険性ありとして店名を公開する、で良いと考える。緊急事態宣言等の文言でイタ
ズラに不安を煽るのではなく、感染者数に対して、致死率はどれぐらい等の正確なデータをも
とにリスクのある人とない人に分ける。リスクの無い世代はは、今まで通り、感染防御対策を
行った上で日常生活をおくる。リスクありの人は、感染リスクの少ない地域に疎開してリモー
トワークで収入を得る。仕事の斡旋は官民それぞれ協力して疎開を支援する。なお、疎開に応
じない高リスクの人は自己責任(重症化しても都会ではなく疎開先病院に搬送されるのを了承
のうえ)で生活をおくる。

1/8/2021 15:18:31 20代

男性

会社員

飲食業

母親が飲食業界でパートタイマーで働いているが、再びシフトに入る時間が減らされ、収入が
減ったと言っていた。
雇調金による再支援や現金給付をもう一度やって頂かないと厳冬で電気代や燃料代が増える
中、生活ができない。

1/8/2021 17:07:25 40代

男性

飲食業

持続化給付金でなく業態変更等給付金の検討をお願いします

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

サポートの乏しい緊急事態宣言による経済への影響

政府がなぜここまで頑なに国民にお金を使うのを渋るのかが理解で
きない.
大変な数の離職者が出ているなか, 本当に国民の自助共助でこの問題
を乗り切ろうとしているなら政治家としての資質だけでなく, 人間と
しての品性も疑う.

参考にすべき著作や文献等

看護師優遇が目立つが、全ての業種の人が頑張っている。飲食店の
感染防御対策は見てて涙ぐましいものがある。これも全て支援等な
く店の自己負担で行っている現実があるのに、看護師だけ支援する
のは絶対おかしい！！看護師を支えるならクラファンで支援者を募
ればいい。看護師への税金投入は絶対にあってはならない、公平性
が保てない！！あと、コロナは永遠続きます。風邪が現在の医学で
も根絶しないように一生続きます。感染増えたらその都度緊急事態
するのですか？経済とめるのですか？一部の高齢者のために毎回経
済止めるのですか？若者は無症状、軽症が大半ではないのですか？
経済を支える生産年齢の者でリスクの少ない若者が精力的に働ける
世の中を作ればよいのではないでしょうか。コロナ禍でも経済が回
る仕組み作るのを優先すべきと考える。申し訳ないが、高齢者の過
ごす1年と子供の過ごす1年では圧倒的に子供の1年の方が重みがあ
る。子供の未来のためにも老兵は去るべきと考える。

イベントでのケータリングサービス事業をしております。
現状、イベントのほとんどが中止、さらに緊急事態宣言となれば仕
事が完全になくなると考えられます。
同業者の多くも状況は同じ
居酒屋等も厳しい状況と考えられます。
事業の持続はコロナ以前の状況に戻らない限り不可能になると考え
られます。
事業の持続が困難な業態は一度終了して、従業員も解散し
新たな事業で再出発できるよう、そちらに給付金を回した方が良い
のではと思います。
従業員も例えばインバウンド対応のための語学力買われて入社した
方がこの先一生技術が使えない職場では悲惨です。
力が発揮できる職場に移れるように派遣会社への制約撤廃等も同時
にお願いできたらと思います。

1/8/2021 17:10:37 70代

男性

年金生活者 飲食業

コロナ感染を減少する為には、国民の一致団結が必要、通勤に対しても企業の通勤時間を分散
させること、自動車通勤、近距離であれば自転車通勤、徒歩とこれら通常の通勤を変えても万
が一事故が起きても労災を認めることが必要である。
今回の非常事態宣言での飲食業界の協力金、6万円で足りるところもあれば、従業員、規模が
大きい店舗は足らないと思う、又、」東京と埼玉では、家賃も違う、本当は、税務署がそれぞ
れの事業者の1か月間の固定費を把握しその固定費の８０％から１００％を保証すればすむの
であるが、緊急なので漠然と６万円としたのであろう、6万円の協力金を支払って休業しても
らう店舗は休業してもらって、協力金では足らない店は、利益は度外視して従業員の死活問題
となるのであるから営業するときは検温、消毒、換気を万全に指導すること違反すれば罰則、
クラスターでも起こせば店名を公表すること、又、飲食業に関連する業界に対して昨年の消費
税を免除、猶予、減額どれかの対策を玉木さんが考えることである。
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 17:50:03 10代

男性

塾講師

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

1/8/2021 19:06:05 40代

男性

会社員

飲食業

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

２つあります。
元々は自民党支持でした。しかし、菅政権のコロナ対応に強く不信
1つ目です｡緊急事態宣言下において時短要請がなされている飲食店には補償金が出ています
を覚え、国民民主に鞍替えしようか迷っております。この意見を反
(満足のいく額とは限りませんが)。しかし、飲食業に関係する卸売業や農業、漁業関係者への 映下さいますよう、よろしくお願いします。
支援策は聞きません(自分の無知の可能性もありますが)。飲食店はお金で救えても、それだけ
では農業は救えません。廃棄する食料もあるはずです。そこに対する支援策をお願いします。
2つ目です。ビジネス入国の即時、一切の禁止です。国民には自粛を要求しておきながら、外
国人を入れるというのはてんでおかしな話です。このような矛盾を放置していれば誰も自粛要
請に従いはしません。外国人は一切入れるべきではないと考えます。
飲食やサービス業の方へのハラスメント

お店がどんなにコロナ対策を行っても、それに従わない客や、理不
尽な要求をしてくる客は迷惑なだけでなくクラスターの原因にもな
ります。
しかし、現場で対応する人はバイトや立場も弱い人も多い為、国が
求める様な毅然とした対応は出来ません。
お店の方からの規制力を高める為にも、カスハラやクレーマー対策
の法制化を改めて求めたいと思います。
田村議員には是非頑張って頂きたいと思います。

1/8/2021 19:18:09 40代

男性

会社員

飲食業

1/8/2021 20:14:47 30代

男性

寿司職人

飲食業

コロナで経営が厳しいので、国には様々な支援をしてほしい。例えば持続化給付金の再給付と うちの町は、原発立地地域で当時の民主党政権の総理大臣に停止を
コロナ感染症対策のアクリル板とか業務用アルコールの備品補助金。
命じられた原発の町です。それからは町に活気がなく、二度の消費
財源は、コロナ国債。
増税。そして、このコロナで経済ショック４本立て。
原発に関しては、野党としてなるべく柔らかい姿勢で対応してほし
いです。

1/8/2021 20:51:53 40代

男性

医療

飲食業

指定2類を外して、５類以下にして病床を増やして、自粛なしで経済を回して欲しい、気兼ね
なく居酒屋に行きたい。自粛しないと罰則を付けるとかの議論より先に提案して欲しかった。

1/8/2021 21:26:42 30代

男性

会社員

飲食業

国民に対して自粛だの協力などと丁寧に言われているが、その前にやるべき事があるはず。外 菅総理にはガッカリだな。
人はまずストップしてからの話。それでも感染拡大するならば緊急事態宣言。国民舐めてんの
か？

自粛に応じない飲食店の店名公表は止めるべき
店名公表は自粛警察を煽る行為です。
そして自粛警察によって時短営業を守らせようとする以外の意図はありません。
自粛警察は止めるように呼び掛ける事にも力を入れるべきです。

5 ページ

疫病2020

飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:04:39 50代

男性

飲食業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

飲食業における新しい生活への取り組みをもっと現実的に取り組んで欲しい

勿論、医療関係者への支援を第一に考慮すべきですが
あえて飲食業の立場からの個人的な目線から言わせてもらえば、経
産省などの融資の取り組みには感謝しております。
政府に対する要望としては
🟤安全に取り組んでいる飲食店もあるのに、全ての飲食店がNGのよ
うな風潮になっている問題。（報道も含む）

参考にすべき著作や文献等

◎顧客の安全を守るため対策をしている事を、お客様に明確にして
いく。
●PCR検査を安価で毎日でも受けられるシステム
●店舗入口に外国人でも分かるような安全確保のプレートを提示す
る。（スタッフのPCR検査報告など）
●顧客側にもPCR検査済みなどの提示
◎緊急事態宣言都市ではない地方でも、各自治体より会食を控える
よう報道している事態で飲食店では休業と同じ状態にある。
●行政のもっとスピーディーな対応が必要。会食NGと発表したのな
ら、それでも責務はある。
◎協力金などの不公平さ
●現在、緊急事態宣言都市では飲食店にのみ1日6万円としている事事
態がなぜ？
飲食店が休業したら、それに関する卸業もストレートに関係するの
に何故卸業にはでない？
都市と地方では家賃や人件費の固定費に格差があるのに何故同額
か？
何らかの形式で算段すべきだと思う。
1/8/2021 22:10:10 30代

男性

税理士事務 飲食業
所職員

多くの飲食店では手指のアルコール消毒以外されておらず対策が不十分です。
このウイルスは飛沫による感染が主であり、手指の消毒だけでなく飛沫感染防止対策が必要で
す。
分科会などがマスク会食を提案しましたが定着しておらず、飛沫感染防止対策は全く取られて
いない状態に等しいと思います。
そうであれば、アクリル板などをテーブルやカウンターに置いたり個皿で提供し飛沫を防止す
ることが必要です。
国や自治体が費用を補助して飲食店にアクリル板の設置を促すこと、個皿での提供を強く呼び
かけることをお願いしたいと思います。
実際にテーブルやカウンターにアクリル板やトタン板などを置いている飲食店もあり、客側と
しては非常に安心でき、店を選ぶ基準にもなっています。
費用はかかりますが感染防止対策を取ることが飲食店を守ることに繋がります。
ご検討よろしくお願いいたします。
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:10:50 50代

男性

飲食業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

今回の飲食業に対する協力金ですが、4月の緊急事態宣言明けから自粛で営業時間がショッピ 玉木さん！助けて下さい！国民を思い国を思って政策提言している
ングモール等で20時となっている場合があります。また、自主的に夜の営業を自粛し夕方で閉 のは玉木さんだけです！経世済民は、玉木さんにしかできません！
店している店舗もあります。
今回の20時までの時短営業の対象のハードルをどれだけ高く設定されるのかは分かりません
が、一律に緊急事態宣言以降が対象となると、結局 持続化給付金や家賃支援給付金の時のよ
うに申請できない事業所、企業が多く出てくると思います。
是非とも、時短営業の期間を6月の緊急事態宣言解除日に遡って設定して下さい。
そもそも、ランチの混雑を無視して、20時まで営業可という感染症対策に意味を感じません。
本音を言えば完全に止めてくれた方が飲食店にとっては有り難いのです。
正社員は、有休とは別な形でコロナ特別休暇を取得させることで申請ができますが、時短勤務
では雇用調整助成金の申請ができません。
営業自粛による休業も雇調金の対象になるわけですが、会食を制限され客数が激減するのに、
どっちつかずの時短は、ナイフで腹を刺され血がドバドバ流れているのに、誰もその傷を塞
ぎ、血を止めてくれないのと変わりません。本気で感染症対策をするなら全ての動きを止める
べきです。
また、営業を自粛し、雇調金を使い雇用を継続するには、社会保険料が大きくのし掛かってき
ます。緊急事態宣言中は、社会保険料の免除も併せて実施して下さい。

1/8/2021 22:48:29 30代

男性

飲食経営

1/8/2021 23:26:40 30代

女性

飲食店勤務 飲食業
(社員)

飲食業

ネイチャーの論文で人数制限が有効とされてる中、時短営業に
反対の声を上げないのは何故ですか？
今回緊急事態宣言が発令され、爆増している感染者数を減らしたいという想いはみなさん一緒
だと思います。
人数が減るまでの期間が長ければ長い程たくさんの人の負担が増えると思います。なので一刻
も早く減らしたい。
なのになぜ中途半端に20時まで営業可にするのか。休業要請にして補償をもっと厚くしてくれ
ないのか。
20時までで、ランチやテイクアウトで頑張る体力のある店やそれにより利益の出る店もありま
すが
ランチやテイクアウトをやってもプラスにならなければただただ首をしめつづけているような
状態だと思います。

感染者数を減らすために、という気持ちはみんなが持っているのにそれに値する政府の取り組
みが見えないので、中途半端な策でなく、もっと強力な意味をもつ緊急事態宣言になるような
働きかけをしていただきたいです。
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 0:24:01 20代

男性

大学院生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

営業時短要請をしているわりに、支援が少なすぎると感じています。
ただのバイトの意見ですので、あまり真に受けないで欲しいところでもありますが、やはり
もっと手厚い支援をしていただきたいです。

私自身はただのバイトですが、自分のバイト先が時短要請でかなり
苦労していることくらいは分かります。

参考にすべき著作や文献等

これまでの、菅総理大臣はじめ政府の政策の方針には基本的に賛成
です。
少なくとも飲食店や旅行関係、それを支える農家や食料品等販売店
はgo toで助かったでしょうし、日本の経済も多少回復したと思いま
す。
詳しくは知りませんが、医療関係への支援もしっかりやっていると
聞いています。
そして現在、地域を絞った緊急事態宣言とビジネス関係の海外から
の入国規制緩和、矛盾した政策だとは思いますが、「感染対策をし
つつ、可能な限り経済を落ち込ませない」という政府の強い意思を
感じる方針です。
経済が落ち込めば、結果的に将来我々若者が苦労しますので、自分
は今の「経済と感染対策の両立」の方針に賛成です。

1/9/2021 1:13:06 30代

男性

会社員

飲食業

1/9/2021 1:54:58 40代

男性

小売業

飲食業

時短要請をするということは、その分支援も必要になります。
支出が増えれば結果的に増税につながる不安が個人的にはありま
す。
でも、それが必要な支出だということは、自分含め多くの人が分
かっていることだと思います。
必要な支出をして、結果致し方なく増税をするのであれば構いませ
ん。その支出が結果的に日本の経済を回復させ、将来世代への負担
を結果的に減らすことにもつながると、自分は信じています。
なので、もっと思いきった支援を飲食店にしていただきたいです。
もちろん飲食店に限らず、医療や教育関係、芸術、エンターテイン
緊急事態宣言で飲食店をピンポイントで規制することについて。生きていく上で必要な食事を メント関係へも、必要な支出はどんどんしていただきたいという気
1月8日の報道ステーションでの菅総理の「変異種が1例でも発生した
行う為の飲酒を共わない飲食店での食事まで時間規制をするのはおかしいと思う。
らすぐに停止する」発言は国民に犠牲を求めてるように聞こえる。
感染対策と経済活動の両立と言いながらバランスが悪いと思います。
これは私の私見ですが、第1波の時は4月上旬に緊急事態宣言が出され、感染者が徐々に減少
し、ゴールデンウィークに入り、サービス業を除く大部分の企業が休みに入り、人々が移動や
レジャーを自粛し5月半ばに0に近い感染者になり緊急事態宣言が解除されました。
この時後少し我慢し完全に0になるまで解除しなければどうなったのか？と思わない事もあり
ません。
続く第2波も東京で500人に迫る感染者が出て人々の行動に抑制が掛かり、その後のお盆休み
で人々が移動を自粛し高止まりではあるがある程度感染者が減少したと思います。GOTOも始
まっていましたが、この頃は人々もまだまだ慎重だったと思います。その後
徐々に感染者が増えて、批判を浴びながらもGOTOを一時中断することなく継続する事で経済
活動を重視し感染対策をしていれば、移動や外食やレジャーを楽しんで良い。ある程度感染者
が増えても大丈夫なんだという空気が生まれて行ったと思います。その後感染者の増加スピー
ドで増す中、国や地方の政治家の大人数での会食問題も年末年始の人出の減少に繋がらない要
因だったと思います。
その結果が一気に2400人を超える感染者が出た要因ではないかと考えています。
これは私の考えですが、仕事納めの12月25日から1月11日の祝日まで短期間ですが全国に緊急
事態宣言を出し人々の行動を抑制すべきだったと考えています。可能な企業は仕事始めを少し
送らせてもらったり、年始からテレワークを開始するなど色々な対策が打てたと思います。現
在の状況だとその後も延長と思いますが。

経済対策ですが、業態変更や新たな商品開発が必要な企業多数だと
思います。3次補正に
予算形状されるみたいですが、予算以外に
商品開発や業態変更や販路拡大の相談窓口や
マッチング等が必要と感じています。具体的な案は無いですが良い
方法があれば提案お願いします。
現在の3次補正は緊急事態宣言を考慮しない予算案であろうと思いま
す。是非とも国民民主党には早めに具体的提案をよろしくお願いし
ます。国会質疑楽しみにしています。

長々と私見を述べましたが、来年もコロナ渦であると仮定した時に、ゴールデンウィークやお
盆、年末年始は人々の行動が止まり感染減に導く最大のチャンスであると思っています。その
期間にしっかり感染者を減少させる事が出来れば、その後の経済活動も安定して行えると思い
ます。私自身は観光業に商品を納品する仕事をし、かき入れ時を無くす為、
辛いのですが、感染対策と経済活動のバランスを考えた時には仕方無いと思っています。
今年のゴールデンウィークも少し有給を取ればかなり長い休みになります。先ず現在の感染対
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/9/2021 3:25:08 30代

男性

会社経営

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

1/9/2021 6:58:12 30代

男性

飲食

飲食業

緊急事態宣言が出ていない地域ですが、緊急事態宣言が出てからサッパリお客さん来ません。
全国一斉にするべきです。わけわかりません

1/9/2021 7:02:21 30代

男性

飲食

飲食業

持続化給付金

持続化給付金の申請期間延長してください。
まだ申請基準に満たない為、申請してませんでしたが、今月遂に申
請基準に達しそうです。
緊急事態宣言が出ていない地域です。

1/9/2021 8:06:09 30代

男性

公務員

飲食業

あらゆる業種に対する充分で速やか金銭的補償

飲食業、医療など様々な人の話を聞くと補償が全く足りないと言っ
ています。前者は集客ができずお店の経営として厳しいというこ
と。一方、後者はコロナで業務量が多くなったにもかかわらず給料
が下がって生活が苦しくなったということ。緊急事態宣言を出した
状況下においては、速やかな粗利補償を飲食店観光業だけではな
く、それに関連するあらゆる業種また文化芸術の分野など損失の出
ているあらゆる業種に実施すべきと思う。また、医療従事者へのコ
ロナ対応に対する金銭的な補填を充実させるべきだと思う。

1/9/2021 11:21:32 30代

男性

会社員

飲食業

私も小売店で働いていますが、店を開けていれば多かれ少なかれお客さんはやってきます。
完全に人の動きを止めるなら、しっかりした補償とそれを守らせるための罰則がセットである
べきだと思います。
ただ、補償が後回しになると補償が出る前につぶれる店もあると思うので全額じゃなくても先
行して補償が出せないでしょうか？

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

コロナ対策、経済対策は
多岐に渡り論じられていますが
生活相談等ではない
社会隔離に対しての
コミュニケーションツールの確保
カウンセリング等の支援策も
活性化させなくて大丈夫でしょうか？
電話相談等ではなく
直接的なコミュニケーションの場を
創設する必要性がかなり高いかと思われます。
検討、検証の程お願いします。
飲食店、特にお酒の場が
その様な場所になっている事を日々痛感している次第です。

表現者クライテリオン
国と強兵

富

また、十分な補償をするには、『ちょうど良い』よりも『少し過剰』くらいで考えないといけ
ないと思います。
実際の赤字はどんなに想定しても、後々膨らむものなので。
また、例えば、飲食店を休業させるとして、飲食店の補償はもちろんのこと、そこに納める納
入業者や出入り業者、生産者など繋がるところにも適切な補償をすべきだと思います。
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 11:58:54 40代

女性

大学講師

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

課題；対策の合理性
・20時以降の営業自粛を求めているが、それまでの会食は制限されておらず、十分な感染抑制
効果があるとは思えない。（ルールに合理性がないと従わない人が増える）
解決策；徹底的に飛沫を飛ばす行為を禁止する。そうでない行為は禁止せず合理性を担保す
る。
具体的な政策；
・会食の禁止（昼夜、人数問わず）
（日本は行動追跡が不十分なのでどこで感染しているか分からないが、マスクなしでしゃべる
と飛沫が飛ぶことはエビデンスがなくてもわかる）
・飲食店は一人客のみ可にする
（感染を恐れて外食を控えていたひとも安心して外食できる。近所の飲食店を支援したい人は
多い。一人でも外食したい人は多い。去年外食できずお金が余っている人も多い。キャンペー
ンにして外食を促進する。カラオケ、接待を伴う店は休業要請）
・大学は午前または午後のみにすることを推奨する
（大学生は惰性でこれまでの友達と昼食をとる。マスク会食できるひとはほぼ居ないので昼食
中は飛沫がとぶ。気を付けたくても気を付けられない為、昼食時間はなるべく無くしたい。）
・小、中、高校は昼に映画を上映する
（どこかの学校でおこなっておしゃべりがなくなったらしい）
その他；入国者の管理は厳しくするべき。香港では2週間ホテル療養義務、手首にチップをつ
けて行動追跡できる。全国民、追跡アプリは義務化するべき。必要性とプライバシーの安全性
を国民に説明して納得してもらう必要がある。

1/9/2021 12:17:12 20代

男性

会社員

飲食業

【課題】仕事終わりが20時を過ぎてしまった場合、飲食店が軒並み営業終了していて晩御飯を ご多忙の中、この様な意見募集の機会を設けてくださりありがとう
購入できる場所が減ってしまった。また、わずかに空いているお店やコンビニに困った人が集 ございます。
中して密のリスクが上がってしまっている。
20時前に帰宅する人が増えたのか、電車も余計に混雑していた様な印象を受ける。
私個人の意見として、現在信用できる野党は国民民主党だけだと考
えております。
【提案】テイクアウトが可能な店舗は、20時以降の営業もテイクアウトのみ許可することはで 与党である自民党も巨大組織である分、派閥も多数に分かれて支持
きないのでしょうか。
できる方といたしかねる方もおります。現在のコロナ対応は国民に
負担を強いるばかりです。厚生労働省のデータで感染者の国籍は日
本よりも外国籍の方が多いにもかかわらず、ビジネス渡来の流入を
止めないのは対応が甘いとの印象を受けます。せめて入国される方
は最低2週間は空港近くのホテルに滞在、PCR検査の受診を義務付け
ていただきたいです。変異株のウィルスがこれ以上流入しないため
にもご検討よろしくお願いいたします。
マスコミもネットも真実と嘘が玉石混合の状態で情報の取捨選択、
エビデンスの確認を個人で行う必要がある中、直接ご本人が情報発
信してくださるのは大変ありがたいです。
失言や揚げ足取り、不祥事批判や誹謗中傷ばかり行い（おまけに官
僚の方への恫喝…見るに耐えません）、自分たちの不祥事は棚に上
げて反省している素振りをまるで見せないその他野党陣と違い、
政策を提案しながら議論されている国民民主党は唯一信頼出来る政
党だと思っております。
これからも応援しております。
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 12:48:31 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

飲食業で働いている友人が多いのですが、コロナ禍にあって収入が落ち込み、困窮してる人が 上に書いた友人は、独身50代の女性で、親族とも疎遠になってる方
多くいます。
です。
ハローワークに通い、転職先を探しているようですが、なかなか思
国や地方自治体の支援は、
うようには行かないようです。
・雇用主が申請するもの
・従業員が申請できるもの
に分かれます。
このうち、雇用主が申請するものについて、従業員が雇用主に「申請して助けてほしい」と訴
えてもやってもらえないケースがあるようです。
一人に話を聞いたところ、雇用保険を払ってない、という理由で断られるようですが、雇用保
険を払ってなくても支援は受けられることを説明しても何か後ろめたいことがあるのか対応し
てくれないとのことでした。
雇用主の事情に左右されないよう従業員が申請できる支援の拡充が必要だと思います。
話を聞いた人は、すでに個人でできる申請は全部夏から行っており、使える行政支援はもうな
い、とのことで仲間内でお金をカンパして耐えてもらっています。

1/9/2021 13:33:56 50代

女性

飲食業

1/9/2021 18:18:15 10代

男性

高校三年生 飲食業

多人数での飲食を制限するために、成人4人以上の利用でチャージ料を追加徴収してはどうで
しょう。
家族連れはあまり該当しません。
居酒屋なら一人千円で食事がメインなら五百円くらいに設定すれば、少人数での利用を促せま
す。
アルコール飲み放題は禁止してアルコール提供の制限も必要です。
提案です！
時短営業を強いられてる飲食店から、ウーバーとか出前館使ってホテル療養者に三食提供す
るってのはどうでしょう。
費用は国もちで。

応援しています！

高校生の咄嗟の思いつきなんで、有り得なかったらスルーしてください！国民民主党だったら
聞いてくれるかな、と思って提案してみた次第です。
1/9/2021 23:59:59 50代

女性

サービス業 飲食業
パート

指定感染症部類・ct値・pcr検査数の課題。まず、指定感染症2類相当から5類相当に引き下げ
を。これだけで医療逼迫、保健所逼迫は軽減できます。何故、出来ないのか。又、ct値30～35
以下に引き下げを。サイクル30以上しても、感染力の少ない、もしくは無い人、違うウイルス
までも拾います。pcr検査は、医者が必要と判断した人のみに絞り込を。むやみやたらにして
も、上記のような設定にしてる以上、関係ない陽性者ばかり炙り出すだけで、意味がないで
す。以上の事を踏まえた上で、感染対策をしてもらい、経済を回して貰いたいです。

1/10/2021 1:46:41 20代

女性

飲食業

飲食店の営業時間を短くしたことが昼間なら大人数で利用してもいいと言っているように感じ
てしまいます。
緊急事態宣言が出た後も5名以上で来店する方、マスクを外した状態で店内を歩く方、テレ
ワークを店内で行う方、緊急事態宣言の意味があまり無いように感じました。
それよりも利用する人側に制限を設けるようにする方がいいのでは無いかと考えます。例えば
大人2人以上で入店はできないようにする、席を立つ時は必ずマスクを着用するなどです。
プライベートで2人で会うことは自粛をして、仕事で4人で会食をすることは自粛しないのでは
意味が無いと思います。

1/10/2021 4:04:21 50代

男性

個人事業主 飲食業

持続化給付金

一部の飲食店はボロ儲けしてます。
給付金バブルです。
1、2月に半減した飲食店以外の事業主にも再度給付金をお願いしま
す

1/10/2021 4:11:39 50代

男性

個人事業主 飲食業

持続化給付金

一部の飲食店はボロ儲けしてます。
給付金バブルです。
1、2月に半減した飲食店以外の事業主にも再度給付金をお願いしま
す

飲食業
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政府にも提言してますが、そちらの党からも要請要望をして貰えま
せんか。もう、医師会の傲慢さに振り回され、経済を壊されたくな
いです。はっきり言って、コロナ茶番劇は、うんざりです。医師会
達は、ウイルス学専門医ではありませんよね。

飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食店アル 飲食業
バイト

年代

性別

ご職業

1/10/2021 11:50:31 40代

女性

1/11/2021 10:27:50 30代

男性

信託銀行

1/11/2021 10:32:57 40代

男性

派遣スタッ 飲食業
フ

飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

課題：飲食業はじめ各産業における倒産の増加による供給能力の破壊
解決策：徹底した財政出動の拡大

散々玉木代表や自民党の安藤議員が叫ばれていますが、飲食業はじ
め倒産が増えていると感じます。身の回りでもすでに5件程度の飲食
店が倒産。いい加減全産業の希望者へ100%の粗利補償を実現するよ
う活動してほしいです。
また、消費を抑制する効果のある消費税は期間限定ではなくそもそ
も廃止するべきと考えます。
正直、私や私の家族は今回のコロナ禍により所得の減少は一切なく
直接的な影響は受けていません。しかし、社会全体での失業の増加
（共有能力の減少）は経済全体に影響を及ぼし、中長期的に現在影
響を受けていない人の所得をも削ると確信しています。
国民民主党には現在にもまして政府与党への働きかけや国民に対す
る財政出動の必要性の周知を徹底強化いただきたい、と強く思いま
す。

今政府は飲食店での会食が感染拡大の理由にしてますよね。
だから緊急事態宣言も飲食店に時短営業要請してる。
これ間違ってない?テレビやネット、いろんな情報元に自分なりに考えたけど。
今時の飲食店はどこもしっかり感染予防をやってますよ。
そもそもなぜ広がる?人が動くから広がるのであり、飲食店だけイジメみたいになってる事が
おかしいやろ?思いませんか?

仮に国民の行動抑え込むなら補償は必要。
現状特措法改正で飲食店に罰則つける案があるけど、万全の補償
セットにするのであれば。
万全の補償するから休業して下さいとお願いしたら、罰則の必要性
も無くなると思うのですが。難しい話過ぎて（笑）

結論自分は、感染したら重症や死亡になりやすい高齢者の行動抑え込む。
感染がいつも多い２０代〜３０代の行動抑え込む。
これしかないんやないかと思うのですが

1/11/2021 18:43:19 40代
1/11/2021 23:35:59 50代

男性
男性

派遣社員
チンピラ

飲食業
飲食業

参考にすべき著作や文献等

自粛要請しておきながら、飲食店アルバイトに支援金、給付金はないのですか？ひどいです！
企業に協力金とかあっても、アルバイトには何ももらえません！
大手チェーンですが、店舗を一時休業にしたりするので、社員が溢れる状態で、アルバイトは
勤務を減らされたりして、今月から、いよいよ生活が苦しい！解雇もありえる。
今で勤務半分に減らされてる。来週はまだシフトもわからない！
杉並区で支援を調べても貸付、家賃補助？みたいなものしかなく、まったく支援になってな
い！
それすら審査で貸付してくれるかわからない！
本来なら働いて貰えるはずの給料が、要請で消えているのに、おかしくないですか？個人に支
援金か、給付金をください！
企業に支援しても、アルバイトには、もらえません！
本当に腹が立ちます！
生活できません！
野党は、政府に訴えてください！まったく飲食店アルバイトに思いやりもない！飲食店が 要請
に協力しても、感染者は増えてるし、わたしたちは、どんどん苦しい！助けて！
要請するなら、支援金を！

一律ではなく規模に応じて保証して
go to地域限定にして地産地消

玉木さん あなたが野党の中心になり、活躍して国民を救って下さ
いね。
かなり厳しい状況で大変だと思いますが、国民民主党の支持率も若
干アップしてる。これからの期待が数字に現れる。
ピンチの今だから、ある意味チャンスなのかも知れない

一都三県の自粛要請で連日 飲食店について報道が繰り返され他県で
も自粛ムードが広がり実際 閑古鳥がなく状況
休んでも家賃 人件費は掛かるし店開ければかえって赤字
仕入れの食品ロスも出る
いっそ前回の様に全国的に自粛要請し損失に対する措置をやれば感
染拡大も防げるのではないか
飲食店を狙い打ちしたような今回のやり方はコロナでの死者より飲
食店経営者の自粛要請による死者が増えてしまうように感じます
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/12/2021 2:22:59 10代

男性

大学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

課題：閉店する飲食店があまりにも多い。しかし、応援する手段がないor少ない
・飲食店には行くことができない
・その当然の帰結として飲食店の閉店が増える
・給付金では耐えられてなさそう（ここは経営判断ですのでわかりかねますが）
・飲食店を「食事せずに」支援できる方法があればよい。

今年20歳を迎えます。昨日が成人式でした。コロナのこともありギ
リギリまで行くか迷いましたが、一生に一回なので対策をしっかり
取って参加しました。一生の思い出ですが、少し辛い出来事があり
ました

提案：「先払い型」食事券の導入促進
・クラウドファンディングなどで見た覚えがある。
・事例： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000045433.html
・例１）2022年以降に使える15000円分の食事券を10000円で各飲食店で販売。5000円分差
額は国が補助。Gotoeatの仕組みは活用できそう
・例２）ネット予約サイト、各飲食店ページで2022年以降の食事券販売。購入金額に応じポ
イントが付く。
・各飲食店でなくてもチェーン単位、自治体単位でも実施可能。要は飲食店にお金を使いたい
が使えない人たちが飲食店にお金を落とせるような仕組みを整備してほしい！
・仮に2022年にコロナが大流行していても、2021年のうちに「全部半年ずらします！」と事
前に発表すれば大丈夫。
・名前はwill go toイートでいいのでは（笑）

参考にすべき著作や文献等

数日前、高校時代の友人のLINEグループが動き、成人式前後の飲み
会に誘われました。僕の住む地域はここ最近感染が増えている上
（成人式前後の）会食を控える要請もされていたので、友達に開催
を控えるようやんわり説得しましたがなかなか伝わらず、僕と同じ
ことを思っていた友達とそのグループを退会しました。無言の抗議
というやつです。喧嘩とかには全くなっていないのですが「これが
コロナが生む分断か。。」と悲しくなってしまいました。（結局飲
み会はなかったらしいです）
会食を控えざるを得ない世の中ですが、飲食店で生計を立てている
人にとっては辛いだろうななどと考えると、もう何が正しいのかわ
からなくなってしまいます。応援したい気持ちはやまやまですが、
健康のためにはどうしても行くことができない。こういうジレンマ
は多くの人が持っていることと思います。
つたないアイデアかとは思いますが、よろしくおねがいします。

1/12/2021 2:33:31 30代

男性

地方公務員 飲食業

私はとある九州の自治体の市職員です。我が市の市長は各種の支援策や市民病院及び職員に
よるコロナ対応の強化を図ってはいますが、感染症そのものの取扱いについては国策に他なら
ないと考えており、貴党は国民の声を偏りなく拾い上げるものと期待を込め、このパブコメに
意見を述べさせていただきます。
私は、根本的で本質的な方向性として、「多くの日本経済を背負う人々や、若い人達の貴重
な時間を守るために、現在の2類相当とされている感染症法上のコロナの取扱いを、高齢者や
基礎疾患のある重症化リスクの高い者が感染した場合のみその者を隔離し、それ以外の感染者
はインフルエンザ程度の取り扱いとする」ものに見直すべきと考えます。
昨年12月に厚労省の感染症部会は、現状では指定感染症を解除すべき段階にまではない、ま
だ不確定要素が多いとして現在の2類相当とする取扱いをあと1年延長とすることを決めました
が、その1年で経済的に真綿を締め付けられるように疲弊した人々が出てきます。それも蓄え
や収入の少ない若い人達の方が多いでしょう。また、教育機関における各行事や成人式、アー
ティストのライブなど、若い人達の豊かな経験や記憶や人格形成などの貴重な機会やそれを生
業とする人々の生活も自粛に次ぐ自粛で奪われています。厚労省が、ワクチンも実用化されて
いないのに感染症対策を緩めるのには慎重にもなるのは分かります。しかし、この1年の間に
医療現場でも重症化を防ぐ手立てや症状の緩和方法も分かってきています。昨年12月の部会で
厚労省の局長は「感染症部会をもっと頻繁に開いていればと反省している」と述べています。
基幹病院や保健所の限界を見てこなかったのかと言いたくなりますが、ここは是非自戒してい
ただくよう、貴党にも注視していっていただきたいですし、これには経済的な立場からの主張
が必要と考えます。インフルエンザによる死亡も交通事故による死亡も、経済を止めることな
く一定数は社会として受忍してきたのです。むしろ、経済を回すということは各種のリスクを
伴うものであり、それらを恐れて経済を動かさないということの方が愚かです。1年も日本全
体で積まれたコロナ対応の経験がありながら、ＧＤＰをひたすら押し下げて、若い自殺者を増
やしながらでも現在のコロナ感染症の基準を守るべきでしょうか。否だと思います。よってあ
と1年後と言わず早急に、現在の感染症法上の取扱いを「高齢者や基礎疾患のある重症化リス
クの高い者が感染した場合のみ隔離し、それ以外の感染者はインフルエンザ程度の取り扱い」
とするものに見直すよう厚労省に訴えかけ、これまで通りの経済を再開するべきと考えます。
また、よく報道されている「医療崩壊」「重症者ベッド数が逼迫」は、基幹病院（ほとんど
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メディアがことさらに新規感染者数を報じたり不安を煽る方向性の
報道ばかりすることが、コロナを必要以上に恐れることにつなが
り、感染したくない、あれだけ言われているのだから感染した者は
バッシングを受けても仕方がないなどの感情の形成につながってい
ると思います。メディアは大企業のスポンサーの意向に沿う報道を
行い視聴率が上がるよう番組を制作していると思いますが、国民は
皆が皆、利口ではないし積極的に情報を取得しに行くわけでもない
ためこうした報道に疑問も持たず受け入れ、ややもすれば出演した
専門家の話を聞いてそのまま自分の意見としています。近年では
ネットやSNSの浸透により、客観的に立つことに気付いた人達が多
くなってきていると思いますが、テレビだけを見て「コロナが不
安！」とばかり感じてしまっている人々（高齢者は大体そうでしょ
う）は数多いでしょう。また普通の若者は、命の危険度の高い高齢
者に対して経済を優先してくれとは言いづらい雰囲気があるでしょ
う。これを言うのは日本の将来のビジョンを見据える政治家だと
思っています。このことはコロナ禍においてだけではなく、高齢社
会で日本が衰退せず若い人達が希望を持って成長するためにも必要
なことだと思っています。どうか貴党においては客観的で偏りのな
い視点を持ち、国民全体の利益となる政策提案と活動をしていただ
くことを期待します。

飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/12/2021 9:01:18 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

結論を先に申しますと水際対策即ち入国禁止の即時徹底および国内での検査の拡充を求めま
す。

やはり飲食・宿泊業への影響は頗る大きく、取引のある企業など関
連する業種も含めて国からの力強い支援によって多くの人の生活が
維持されるようお力添えをいただきたいと思います。

参考にすべき著作や文献等

私自身に関して申しますと会議施設の運営と飲食に携わっていますが、この一年で会議の規模
は大幅に縮小、頻度は激減したものの、しかし重要な会議や検定試験等は開催されなければな
らず、時には相当な人数が集まって催事が行われました。当然、職員も利用者も予め体調管理
を徹底し、感染拡大防止の三密対策は幾重にも取られています。
その結果職員および利用者から一人の感染者も出ていません。もともと感染者がいなければ当
然といえば当然ですが。そしてこれに、予めPCR検査等で完全ではないにしても一定の安全が
保障されていれば、さらに安心して今後も会議・試験・セミナー等で営業活動はできると思い
ますし、他の地域・施設・会場でも経済・文化活動を継続することは可能であり、緊急事態宣
言が各地で出されるようですが十分な対策がとられていれば何もかも禁止する必要は無いと思
われます(学校教育の現場ではクラスタになりやすいようなので注意が必要です)。
ただし、懸念となるのは海外から流入する変異種であり、これが蔓延するとこれまで有効だっ
た対策にも疑問符がつきます。そればかりか感染が爆発的に拡大して医療崩壊をはじめこれま
で犠牲を払い我慢して重ねてきた努力が無駄になることが懸念されます。
会議施設のことはともかく、国民生活のために是非この点をご考慮いただき国政の場で審議を
お願いしたく存じます。
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飲食業（58件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 10:53:40 50代

男性

会社経営

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

1/8/2021 12:17:34 20代

男性

会社員

外国人

課題・問題点として、やはり海外11ヵ国のビジネス往来を継続することです。

1/8/2021 12:21:15 40代

男性

会社員

外国人

ビジネストラックも含めた外国人の往来全面停止（中国も例外にせずに）

1/8/2021 12:38:47 30代

男性

会社員

外国人

1都3県の市民生活を犠牲にしておきながら、ビジネストラック等入国継続の判断は異常としか 現政権の危うさは科学的・論理的な説明がされないまま施策を打っ
いえないと考えます。技能実習生受け入れが建前上？かの要因の一つと考えられますが、1ヵ ているように思えるところです。政府のみならず与野党、マスメ
月間(予定)彼らの入国を止めるとどこまで経産省・農水省所管の産業き実害があるのか、国民 ディアまでも「雰囲気」で動こうとしていませんか？
に全く説明がないままの判断は非常に危ういと思っております。
どうしてもというならせめて入国時PCR検査の義務化など打ち手はあろうと思われますが、政
府からの説明が全く無い中、1都3県の市民だけ一方的に我慢させられる現状に腹を立てており
ます。これでは社会的不満を高めるだけではないでしょうか。「なんとなく」ではなく数字で
論理的に示すような説明を欲します。

1/8/2021 13:17:22 40代

女性

不動産業

外国人

東京都北区で大家をしているのですが
仲介業者をされている不動産の経営者から、都内の有名なビルは既に
中国が、買い取りをしていて
不動産業にも中国人が、入り込んでいるという話を、昨年の年末に
伺いました
この事態を解決する為には
政府が、日本国籍を有し戸籍のある
日本国民に一律資金を配る方法しか
ないように思われます

1/8/2021 13:17:33 50代

男性

会社員

外国人

コロナ下での外国人の入国について

本日1/8時点で緊急事態宣言が発令されているにも関わらず、日本へ
の入国がコロナの検査すら十分に行われずになされていることに危
機感を感じています。感染力のより強い変異ウイルスも確認されて
おります。
鎖国しろなどど乱暴なことはいいませんが、日本人も含め入国時に
コロナの検査と隔離を行わなければ国内で行われている飲食店の時
短やテレワークの推進も無意味になると思います。
また反発で多くの国民が愛想を尽かし感染防止に協力しない人も増
えることも懸念されます。
日本人及び再入国の外国人も最低限検査と隔離の実施。
新規入国の外国人はビジネスに限り日本国内の企業や団体を保証人
とすることを必須として保証人にも管理責任を負わすこと現地出国
前検査の義務化、入国時検査と隔離の義務化は行うべきと思いま
す。

1/8/2021 13:54:30 40代

男性

フリーラン 外国人
ス

水際対策

日本におけるコロナ患者の病床数の国籍内訳

1/8/2021 13:58:17 50代

女性

会社員

補償も無く国民の動きに制限をかけるにも関わらず、新たに感染が爆発している特に中国・韓
国からの入国、また外国人感染者の無償治療等、日本国民を蔑ろにした政府の対応は全く理解
できない。また、目に見えて増加している外国人の犯罪・日本人を殺してるのにもかかわらず
不起訴となっている。これを問題視せず外国人を入れ続け、しかも優遇してる日本政府はもは
や狂気です。国民が何も知らないと思ったら大間違いです。

タイムスタンプ

外国人

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

外国人の入国を停止してほしいが、技能実習生がいないと成り立たない業種がある

雇い止めや失業に悩む人がいる反面、技能実習生という外国人労働
力に頼っている矛盾 職業選択の自由があるので強制できないが、
人手不足の業種への転職を斡旋することを検討してみてもいいので
はないでしょうか

参考にすべき著作や文献等

立憲民主や共産党のような、ステーキ会食やらへの口撃で時間を浪
費せず、本質的に重要である点について、ぜひ議論することに時間
国民の行動はテレワーク含め自粛を呼び掛けているのであれば、ビジネスでの往来もオンライ を割いていただきたいです。
ンに切り替えるように呼び掛け、入国制限を速やかに実施いただきたいと考えます。
野党には、そのような期待を持てる政党がほぼ国民民主しかいない
と思います。
よろしくお願いいたします。
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外国人の往来を止めずに日本人の行動を制限するのは本末転倒。日
本は内需の国です

外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

年代

性別

ご職業

1/8/2021 14:32:57 30代

女性

医師

1/8/2021 14:40:58 40代
1/8/2021 14:54:51 30代

男性
女性

会社員
外国人
コラムニス 外国人
ト

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

水際対策の不備

国民に経済制限をかけるならば、せめて外国人のビジネストラック
停止をしないと納得がいかない。一刻も早く止めて欲しい。

疫病2020 門田隆将著

まずは、ビジネスだろうが何だろうが外国人の入国制限が早急に必要だと思います。
コロナの外国人の治療費を日本人が払うのはおかしい。
治療目的で来られるのは怖い。
飛行機があいているのなら、強制送還してほしい。日本人はボランティアでも、中韓の奴隷で
もない。
相手の国の、医療体制とあわせて同じようにやるべき。フェアではない。

ビジネストラックを即停止。
春節以降も絶対停止。
春節まえに解除したら、また国民の努力は水の泡になる。

1/8/2021 14:56:51 60代

男性

無職

外国人

海外からの技能実習生を中止せよ
ビジネス往来を中止できない原因となっている。経団連の我儘です。

1/8/2021 15:31:41 40代
1/8/2021 16:10:27 20代

男性
男性

会社経営
学生

外国人
外国人

最初にやるべき事は鎖国でしょ。
現在日本では緊急事態宣言が施行され、主に飲食業界とそれに関連する企業、団体がかなりの
経済的ダメージを被っています。現在私も飲食店にてアルバイトをしておりますが、その損失
は身に染みて感じております。

根本は緊縮財政がコロナ禍を増長している。正しい貨幣論にて積極
財政に転じる事がコロナ禍を脱出する唯一の道です。玉木さん持論
を展開ください。
自民党の長老、立憲の首脳を論破ください。そして消費税廃止をお
願いします。

にも関わらず、海外からのビジネストラックは完全に停止せずにズボラな検査の元、中国、韓
国から多くの人々が入国し自由に動いています。
政府は国民に自粛を促す一方、海外からの流入を経済的理由に止めていない。
この点について是非とも国会で追及し、与党の真意を問うて頂きたく思います。よろしくお願
い申し上げます。
1/8/2021 16:36:40 50代

女性

パート事務 外国人
員

1/8/2021 16:51:05 30代

女性

外国人

コロナ感染対策のひとつとして、海外からの出入国の制限強化を願います。ビジネス等どうし
ても出入国を行わなければならない場合は検査の徹底を行って欲しい。その場しのぎのもので
はなく、対象者の身分証明をはっきりと確保し経過も追えるように。
そしてオリンピック中止を願います。この状況下で開催に事を進めるのは完全におかしい。ど
うしてもやりたいのなら無観客で、ネットやテレビなどを駆使し、感染は自宅で行うように。
観客もそして選手も安心と安全を最優先に確保するようにしてほしい。
目先の金に釣られず、国民の事を第一に考えてください。お願いします。

1/8/2021 16:52:15 40代

男性

外国人

1都3県(もしかしたら関西増えるかも）限定ですが、国民に自粛強いてるのにビジネストラッ
クの入国ガバガバなのは明らかにおかしい。先ずは鎖国から始めればいいと思います。それこ
そビジネスならリモートで出来ると思うのですが。そこを国民民主党として厳しく追求願いま
す。

会社員

ビジネス入国緩和してるのに 日本人のみ時短や不要不急の外出禁止って納得いきません。

2 ページ

なぜか中国語を街中でよく聞きますが...
ビジネス枠で中国旅行者がはいってますよね。
GOTOの時に京都でもいましたよ。

外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 17:49:36 30代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

1/8/2021 17:52:36 30代

女性

自由業

外国人

先ずはこのような場を設けて頂きありがとうございます。
私が感じている課題は、やはりこの状況下での外国人をビジネストラックで入国させている政
府の対応です。コロナ対策としては、国民ばかりに自粛や我慢を要請する一方で外国人はザル
入国。どう考えてもおかしいです。普通に考えれば、先ずここを止めてからの、国民へのお願
いです。筋が違いますし、国民をコロナ、経済の面でも見放しているとしか思いません。外国
人労働者に頼らなければならない企業、農家もあるのは分かります。であれば、一時的でも日
本人を採用すると言う事はできないですか？8万人を超える方が、このコロナで職を失って、
再就職もままならない方も多いと思います。普段外国人労働者へ払う賃金は、日本人にとって
は少ない金額かもしれませんが、明日の生活もままならないと言う方にとっては、少しでも収
入減の確保に繋がるのではと思います。今は緊急事態です。今踏ん張らないと、日本人の未来
も命も危険に晒されています。外国人の優遇より先ずは国民を助けて下さい。政治家の方は、
どこの国の国民に向けて対応しているのか分からないです。今一度与野党団結して頂き、迅速
な対応をお願いしたく思います。最後までご一読頂きありがとうございました。

1/8/2021 18:01:37 30代

女性

主婦

外国人

外国人に対する入国規制緩和維持について

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

出入国制限について、コロナ指定について

夫が外国人ですが、去年の年間を通して周りはコロナ関係なく里帰
りをして帰国後は自主隔離もせずに動き回ったり翌日から働いてい
ます。きちんと自主隔離していたのは一人だけです。うちは私が説
得して春過ぎまで里帰りを待ってもらってる状態です。
日本は海外に比べてそこまで深刻じゃないからと要請に従わない人
が多い状態です。
彼らに分かってもらうためにも2ヶ月、せめて1ヶ月は貨物便以外は
出入国を止めた方がいいです。
後国会で突っ込んで欲しいのですが、アビガンが未だに承認されて
いないのが不可解です。安倍政権時には5月ないし6月に承認される
と言っていたのに。またイベルメクチンについても効果が確認され
ていますが、とんと話を聞きません。
アビガンとイベルメクチンをクリニックで処方出来るようにし、イ
ンフルエンザと同じ五類に下げれば医療機関が切迫する事はないの
では。ウィルスの変異は常にありますから変異種が出るたびにこん
な事になっていたらいつまでも混乱はおさまらないし経済は潰れて
しまいます。
それに乗っかって中国企業が物件を買収しているのが気になりま
す。京都では閉鎖したホテルを買い上げリフォームしてマンション
として中国向けに売り出す計画があったり、大阪のとある商店街も
潰れた店から中国人がどんどん買っていると、そこにお店を持つ知
り合いから聞いています。
今やるべき事は出入国の一時的な完全停止、五類下げ、内需拡大で
す。正に台湾がやっている対策を参考にすべきです。

参考にすべき著作や文献等

この度、コロナ第3波に伴い1都３県に緊急事態宣言が出されまし
た。
しかし、それとは裏腹に検討されていたビジネス関係者の入国は、
一転して継続とのこと。これはあまりにもおかしいのではないで
しょうか？
コロナ感染者の推移をみれば、今回の第3波が外国人の入国規制を緩
和したのも大きな要因になってることは、素人目にも明らかなこ
と。
例えるなら、今回の菅総理の政策は、水道の蛇口を開いたまま排水
溝のふたを閉めているようなもので、コロナ終息を願って自粛に励
む国民の努力を水泡に帰する愚策ではないのでしょうか。
民意を無視した政策であり、このまま規制緩和維持路線を菅政権が
とっていくのでしたら、いままで自粛に励んでいた層も、無視して
好きに出歩く人が今以上に増えるのは必至だと思います。

3 ページ

外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 18:08:27 20代

女性

保育士

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

1/8/2021 18:39:51 30代

女性

会社員

外国人

外国人の入国禁止、日本人の出国にも制限が必要
出国した日本人が帰国する際も十分な隔離期間を…
ろくに検査もせず沢山の外国人を入国させ
日本人には自粛しろ、テレワークしろ？
ふざけるのもいい加減にしろ
春節に中国人を受け入れるのももちろん反対
コロナ感染拡大について、日本政府の責任は重大
いくら国民が自粛しようが外国人が出入りしていたら意味がない

1/8/2021 19:05:38 50代

男性

会社役員

外国人

ご存じだと思いますがコロナ収束に必要なのは第一に水際対策です。完全入国制限以外にあり
ません。台湾を見習いましょう。あとはアビガンの認可、使用推進。利権まみれのワクチンに
は全く期待できません。進化するウィルスに効果があるわけありません。かえって危険です。
入国阻止出来たならば厳しいですが今一度全国対象で短期間1ヵ月程度の緊急事態宣言を発令
し行動自粛すれば十分収まります。今の入国、首都圏規制だけでは何一つ改善しないでしょ
う。1ヵ月程度なら経済はおさまれば何とでもなります。国民への2度目の給付だけで十分で
す。

1/8/2021 19:31:49 20代

女性

会社員

外国人

外国人に対する入国規制のなさ
私達日本人には、自粛をしろ、飲食店の時間短縮を促す一方、外国人(特に中韓)からの流入を
止めないのはどういったお考えがあるのか切実に伺いたいです。緊急事態宣言を出している中
で、日本に来なければならないほどのビジネス内容とは一体なんなのでしょうか？今はネット
で仕事ができる時代です。ただの観光で遊びにきてる中国人が多いようですが何故政府はそれ
をとめないんでしょうか。感染者拡大と煽るようでしたらまず、外国人流入を止めるべきで
は？感染者の内訳を見ると外国人が日本人より多いですよね。どういうことでしょうか。
他国は中国を規制する中、日本は歓迎している状況で非常に腹が立っています。こんなに中国
規制をしてない国は日本ぐらいじゃないでしょうか。恥さらしです。一刻も早くやめてくださ
い。

1/8/2021 19:37:58 40代

女性

主婦

外国人

自国民より外国人にやさしい政策

1/8/2021 19:41:17 40代

男性

会社員

外国人

入国をとめてほしい。中国、韓国人をはじめビジネストラックはオーケーで、国民に制限を強
いる。

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

外国人入国の許可について

菅首相はなぜ日本人には我慢を強いるのに、ウイルスをばらまいた
中国をはじめとする外国人を入国させるのか。しかも、禁止すると
一旦言ったのに。
緊急事態宣言をしたにも関わらず。これでは何も変わらないし、む
しろ増える一方だと思うので、日本を鎖国する勢いで入国禁止に本
当にしてほしい。
これから春節も迎えて中国人の多くが来日します。去年で何も学ば
なかったのか？？
日本人を苦しめ外国人には甘い。そんな国になったの？？
日本の首相はどこまで馬鹿なのか？？
守るのは日本人。間違えないでほしい！！

参考にすべき著作や文献等

国家と教養

玉木先生、選挙区違いで投票できませんが同郷につき応援しており
ます。コロナはそもそも外国から入ってきたものです。島国であり
ながらコロナを蔓延させたのは与党の失策に間違いありません。利
権まみれのコロナ対策。国民にも黒幕が見えてきました。世界が中
国共産党に侵略される前に憲法改正、移民、対外国人政策の見直
し、NHK解体、社会保障制度の見直し。自国で自国を護れる国にな
らなければ。今こそ巨悪を倒すチャンスです。自民党を分裂させ公
明党を排除しあほな立憲や共産、維新とはしっかり線を引き与党と
なってください。自民若手や自民右派、少数政党、無所属議員、国
民。味方は沢山います。野党第一党ではなく政権与党となり総理大
臣となる日を心待ちにしております。

緊急事態宣言で自国民が生きるか死ぬかの自粛をしているのだから
ビジネス渡航を含めいかなる国からも入国を止めるべき。

施策の順番が違う。ただビジネストラックを止めればいい話。
菅政権にはがっかりです。。
1/8/2021 19:52:17 40代
1/8/2021 20:14:02 40代

男性
無回答

会社員

外国人
外国人

コロナ対策として、外国人を一切入れずに、鎖国して下さい
圧倒的多数の中韓からのビジネストラックを止めて下さい

4 ページ

外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 20:15:31 50代

女性

自営業

1/8/2021 20:17:56 40代

男性

外国人

国民に自粛求めるより先に嘘や偽造など何でもありの国からのざる制度のビジトラやレジトラ 尖閣といいウポポイといい川崎市といい外国人参政権といい確実に
をさっさと止めてほしい。春節Welcomeな緊急事態日程も今後どうなるか目に見えている。他 他国の侵略を受けてると自覚すべき。
国にいいようにやられてどうするの！？

1/8/2021 20:33:48 20代

男性

外国人

全世界からの入国拒否(新型コロナが完全に収束するまで※特に発生源である中国は今後一切
の入国禁止)・緊急事態宣言の解除・内閣総辞職・二類感染症から五類感染症へ引き下げ(即刻)
←こうなれば医療崩壊など起きない。今現在入院してる人の国別にして公開。今後外国人の新
型コロナでの入院を禁止。(日本人だけにする)

1/8/2021 21:29:31 50代

女性

外国人

一年前は未知のウィルスだったコロナをインフルと同じ5類指定に下げるべき。
自民党コロナ対策本部でも多数の意見が出ている。（小野田紀美さんのTwitterにて確認済）

1/8/2021 21:39:32 50代

女性

外国人

外国人の入国について

感染が拡大し、変異株も懸念されている中、まずは直ちに外国人の
入国を一旦停止すべきです。日本人が自粛を余儀なくされている
中、入国の条件や入国後の措置も強制力や罰則もなく、いわばザル
の状態と聞きます。
京都市民として最も危惧しているのは本年は２月１２日からの春節
です。
いまこそ、与野党問わず、国会議員の方には政府に対し、強く要請
していただきたい。
外国人の入国を直ちに停止していただくよう、強く求めます。

1/8/2021 22:05:04 50代

女性

外国人

中間含む11カ国からのビジネストラック停止

母国で感染爆発は起きているわ新種が見つかっているわという国か
ら、入国後隔離なし、追跡なし、医療保険加入義務化なしで入国許
可しているって狂っている。感染防止には入国制限が1番効くことは
経験済み。ビジネストラック停止で生じる経済損失より国内自粛厳
格化で生じる経済損失と毀損される人命、社会停滞、感染者の入国
で生じる感染拡大と医療逼迫が問題でしょう。ビジネストラックな
んて総理の一声で止まるのに！もっと大声で訴えて！

1/8/2021 23:18:29 50代

男性

専門学校講 外国人
師

中韓という感染爆発地域からの入国を阻止してほしい

ビジネス目的といいつつ、ザル。国民に不自由を強いておきなが
ら、反日国家からの旅行客を自由に闊歩させ、挙げ句の果てに陽性
なら無料で治療。こんな日本人差別は許せない。今こそ野党の出番
じゃないですか！

主婦

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

日本人の移動を制限しているにも関わらず外国人の流入を止めない
しかも外国人の治療費が税金で賄われる可能性がある事
外国人の流入を止めるを早急に行う。
その上で、最も成功している台湾に学び必要な防疫施策を徹底する。
台湾から日本に移行する場合に、よほどのことが無い限り台湾方式で行う事が必要
日本も台湾と同じ様に日本人社会で充分防疫が出来れば、経済も回復できるはず

【外国人の課題】
まずは外国人留学生問題です。
なぜ外国人留学生は奨学金が貰える上に返済不要で、日本人学生は
日本国民に緊急事態宣言で外出禁止の呼び掛けではなく、まずはビジネストラックの入国も含 奨学金を社会人になって返済し続けるという不公平がまかり通って
め、全世界からの入国を禁止。
いるのか。
なぜこんな当たり前の事をしないのか。
我々の税金の使い道がおかし過ぎます！！
国民を馬鹿にするのもいい加減にして欲しいと心底思います。
菅政権には失望しかありません。
次に外国人に生活保護支給！！
日本国民に税金を使うならまだしも、外国人になぜ生活保護を支給
国民民主と維新がまともな野党だと思います。
するのか。国に帰って貰って下さい！
【維新の足立さんと国民の玉木さんのやりとりは面白くて良いですね（笑）】
世界中どこを見ても外国人にこんな手厚い生活保護費を支給する国
は有りません。
桜や学術会議の様なゴシップネタで我々国民の血税を使っての低堕落な国会を打破して下さ
我々の血税を湯水の如く外国人に垂れ流さず、日本国民の為に使っ
い！！
て下さい！！
一日数億円をドブに捨てています！
その数億を医療従事者に回して欲しいくらいです！
国民の怒りの声を届けて下さい！

5 ページ

外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 23:21:47 50代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

なぜ ビジネス入国とか 特段の事情入国とか国民におおやけにせずに 入国を許してるの
か? 主に（中国 韓国）テレビニュースを見る限り 裏でそんなことが行われているとは感
じない ユーチューブなどでしか知る事は出来ない
政府とTV局が組んで 私達国民に真実は伝えない様操作してる様に思う
とにかく中国 韓国の入国は完全に止めてほしい!

ついでに外国人陽性者の人数 国籍別 入院治療費の処理はどうし
てるのかきちんと公表すべきと思います

参考にすべき著作や文献等

それだけです

1/8/2021 23:58:28 40代

男性

会社員

外国人

1/9/2021 0:13:08 60代

無回答

孫育児手伝 外国人
い(元はパー
ト)

1/9/2021 1:02:47 30代

男性

1/9/2021 1:32:47 20代

男性

1/9/2021 6:56:02 50代

男性

優先順位の付け方に納得感がない。
国内の飲食店はギリギリの状況です。外国人の入国を優先する理由
緊急事態宣言で国民に負担を強いるよりも、陽性率が「日本人」よりも高い「外国人」の入国 がわからず国民の納得を得られるとは思えない。
を止める方が先では。
緊急事態宣言や営業時短、不要不急外出を控えろなど、日本国民は自粛我慢を強いられている とにかく、中韓からの入国を止めてください！
のに、中韓からの商用者はフリーパスで日本に入国させていることが１番納得いきません。
空港に着いたとたん、感染が判明し、日本の国費で入院し、医療を逼迫させ、日本人が医療を
受けられない状態となっているのではありませんか？
このことは、日本が実際は中共の支配下にあることを示している気がして、仕方がありませ
ん。
中韓からの入国を止めなければ、武漢コロナは蔓延するばかりです。
春節に、中国人客を入れたい一心でしょう。
玉木さんには、このことを問い質してほしいのです！

外国人

海外からの流入を止めないのならば緊急事態宣言の意味がない。即時停止してほしい。

今回のような明らかに誤った判断がなされたときに、国民がいくら
声を上げたところで届く気がしないが、直接政治家の方に意見を届
けられるこのような仕組みは大変助けになる。

大学生

外国人

外国人によるウイルス持ち込みを懸念しています。国境封鎖により解決できます。

「なぜわれわれは、段々と好戦的になるこの国が、自分たちに影響
力を及ぼすのを許してしまったのか？（中略）一つの要素がその他
の要素を圧倒している。一九八〇年代からわれわれは経済を最優先
事項にしてしまい、経済にすべての犠牲を捧げなければならないと
言う者に力を持たせてしまったのだ。この犠牲の中には、自由な国
としての国家の主権も含まれている」
クライブ・ハミルトン 『目に見えぬ侵略』375頁
国民の命より経済を優先する菅義偉を見て、北京は笑いが止まらな
くなっているでしょう。
話は変わりますが、中国の老子の思想に、矛盾をそのまま受け入れ
て利用するというものがあります。老子の影響を受けた孫子の「戦
わずして而も戦に勝つ」という発想はその代表例です。ニュージー
ランドは経済を無視して国境を封鎖した結果、現在の景気は好調で
す。国民民主党には、「経済を重視しないで好景気を生む」といっ
た一見矛盾しているようで正しい政策を実行して欲しいです。経済
を重視して五輪期に観光客を受け入れ、ポスト五輪期に不景気にな
るようなことはあってはなりません。
平成中期から続く竹中平蔵主導の経済を重視して労働力を安くする
政策は、その後の日本企業の人員削減のための設備投資を遅らせ、
結果的に日本の競争力を削ぎました。経済を重視した政策が不景気
を生んだ事例は日本に存在します。

団体職員

外国人

インバウンドに頼る日本経済

最近、以前のように大きなキャリーバッグを引いて大声で話す中国
人集団を再び目にするようになったが、彼らが日本におけるコロナ
感染を拡大させている一因であることは間違いない。
早急にビジネス入国を止め、根本的には「インバウンドに頼らない
日本経済」を構築していただきたい。
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外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 8:18:23 20代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

ビジネス往来再度可能にした件

Gotoトラベル開始後でなく、11月からの入国規制緩和後に感染者が
増えていることが数字として出ています。
どうして国民には緊急事態宣言、年末年始も通常営業できなかった
飲食店にトドメを刺す時短要請を出している中、外国人ビジネス客
の往来を可能とするのか。
そこまでして往来可能にするのであれば、日本にどれ程の利益があ
るのか。具体的に聞かせて欲しい。
PCR検査をしたとしても、国内に入ってきて彼らが移動をすれば国
内でキャリアになってウイルスをばら撒く可能性もある。
国民の移動の自粛を求めるのに外人を許すのは理解できません。
ちなみに中国では変異種も見つかっています。
何故即時に全面入国禁止にしないのですか？

参考にすべき著作や文献等

【解決策】
緊急事態宣言中は、全ての外国人の往来を止める
去年のように春節で旅行客は絶対に受け入れない。
まずは日本国民で、内需で経済を回すことを優先。国内で新規感染
者が出なくなるまで鎖国すべき。

1/9/2021 11:47:06 20代

女性

外国人

1/9/2021 13:25:08 30代

男性

飲食店勤務 外国人

外国人ビジネス客の入国制限

外国人ビジネス客の入国を即座に中止してください。自分たちの利
権しか考えていない政権にもううんざりです。このままでは、この
国で将来子供を産んでいいのか不安です。野党の活躍を期待してい
ます。

コロナ対策として、外国人の入国を全面禁止にするべきです。特に春節でやってくる中国人の
入国は絶対に防がなければなりません。
緊急事態宣言でダメージを受ける業界として飲食店が先ず挙げられますが、飲食店に品物を納
めている農家･漁業関係者のダメージも深刻だと思います。補助金を出すのなら第一次産業の
方も対象にするべきだと思います。

1/9/2021 19:25:44 40代

男性

自営

外国人

この期に及んでまだ外国人を
入国させるのはやめて欲しい
しかもほとんど意味のない
「陰性証明」など
国民を馬鹿にするのもいい加減にしてほしい
合わせて
ビジネス入国を止めない理由を
内閣官房は答えないそうですが
そこも突っ込んで聞いて頂きたい

こういった
意見をすくいあげる
機会を作っていただきありがとうございます

1/9/2021 19:28:57 40代

男性

会社員

外国人

国民健康保険の外国人適用

日本国民には行動の自粛、在宅でのテレワークをさせて飲食業、旅
行業などサービス業の方々が窮地に追い込まれている。それにも関
わらず海外からの入国を完全に禁止せず、中韓をはじめとしたビジ
ネストラックと言われる人の入国はそのまま。ビジネスなら日本人
同様にテレワークにすればいい。当然そう出来ない職種もあるだろ
うが、そこは緊急事態中、日本国民の健康、そのための医療体制維
持を最優先するべき。また外国人入国者のコロナ感染率が高いこと
を隠蔽している。国民の当然の権利としてコロナ罹患者の国籍は開
示するべき。外国人入国者のコロナ感染者の治療費は日本国民の血
税で賄われている保険が適用され、本来日本人のための治療費や医
療体制を外国人に提供する馬鹿げた状態になっている。外国人が治
療を受けるのであれば治療費は全額負担させるべきである。もう日
本人差別としか言い様がない状況を1秒でも早く改善して欲しい。
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外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/9/2021 19:33:18 40代

女性

パート

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

1/9/2021 20:17:55 20代

男性

学生

1/9/2021 22:55:06 40代

男性

1/10/2021 0:08:36 20代

1/10/2021 13:22:33 30代

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

まず一番にすべき事は全ての外国人の入国を禁止する事ではないでしょうか？水際対策がザル
なのになぜ自国の人間だけが我慢を強いられるのか？ウイルスは期間でなくなるものではない
はずです。期間を聞いたときに中国の春節に合わせているとしか思えない愚策。ビジネス目的
であろうがなかろうが、全ての入国を禁止にするのがまずやるべき事の１番だと思います。そ
れでも、感染の拡大が収まらないのであれば、緊急事態宣言も致し方ないと思えます。今の自
民党も政府も無能すぎて怒り通り越してあきれています。

これは私なりの考えではありますが、よく消毒や除菌をしています
が、除菌の回数が多くなれば必要な菌までも除去していることにな
ると思います。免疫力が落ちて当然だと思います。免疫力が落ちれ
ば当然感染しやすくなるのではないでしょうか？除菌に関しても手
洗いに関しても幅広く検証すべきと思います。ちなみに私は会社の
お手洗いについているものは使いません。強すぎて手荒れをおこし
そこから感染しやすくなるかもと思いシャボン玉せっけんさんのバ
ブルガードを持ち歩くようにしております。これは私なりの感染対
策です

参考にすべき著作や文献等

外国人

外国(主に中国、韓国)からの入国を許可しているのが信じられない。
日本国民には自粛を要請して外国人を優遇するのは甚だおかしい話だ。
即時入国を禁止とし、日本国民の為のコロナ対策を行ってほしい。

今の与党は中国寄りであり、二階氏などの利権の為に動いているよ
うにしか思えない。何のための税金であるか、何のための政治か
さっぱり分からない。先の日本に対して不安しか残らない。
野党一丸となって与党の暴走を止め、改めて日本のための政治を
行ってください。よろしくお願い致します。

輸入業者

外国人

中国韓国からの入国制限を早急に

中国や韓国やベトナムからビジネス客の入国制限をしないことに対
し、憤りを感じてます。なんとなく自民党支持でしたが、支持でき
ません。玉木先生はじめ、なんとかこの時期に入国制限をしないこ
とに対し、動いていただければ。日本人は苦しんでます。

男性

会社員

外国人

多くの方が既に批判的なコメントなどを出しておりますが、新型コロナの感染爆発に対し、や
はり外国人の入国を拒否するべきです。例外を設けず。特に中国は公表している情報を一般市
民でさえ、まともに信じている人がいないほど、信頼してされておりません。中国では感染が
想像以上に拡大していることを前提として我が国の行動を考えると、例外の入国緩和を設ける
必要は微塵もありません。
また合わせて、今まで怠ってきたコロナ受け入れ病院・病棟の拡大を断行すべきです。医療崩
壊と騒ぐ前にまずもって、受け入れできる病院を増やすことと、感染防止の医療用具などを国
策として国内製造・備蓄することに注力すべきです。理想論かもしれませんが、これにコロナ
不況で職を失った人達への勤務先斡旋を組み合わせられると、困窮による自殺者なども抑えら
れるかもしれません。
最後にやはり今この様々な危機に対して、政治家に求めるものは、我々国民に対して強くメッ
セージを語りかけること、そのメッセージをもとに決断と実行を行うことです。危機だからこ
そ、今まで以上に我々は政治家の方々を、官僚の方々を見ています。もうパフォーマンスは与
野党問わず見抜きます。我々が政治家の決断に背中を押し気持ちを委ねるためにも、このまま
最優先で実行すべきものを断固として実行してください。応援しております。よろしくお願い
します。

私は富山に住んでおりますが、降雪がひどく災害級です。知事及び 参加文献はなく個人的な意
市長の初期対応に県民の多くは失望と同時に命の不安を感じており 見となります。申し訳あり
ます(特にメッセージの発信不足)。雪はおそらく富山だけでなく日本 ません。
海側で相当な状態ですので、自治体がメインとはいえ、国会議員の
皆様にもサポートをお願いしたいです。

男性

介護職

外国人

日本政府が行っている入国規制緩和について
日本国民に緊急事態宣言を出して外出自粛を要請してる中、入国規制緩和して外国人を入れて
るのはおかしい。
出入国管理法改正、新型コロナ対策法制定して法的根拠に基づいて入国規制してほしい。あと
外国人にコロナ治療を国費でやるのはやめてほしい。

1/10/2021 18:10:34 30代

男性

会社員

外国人

外国人のビジネストラックでの入国停止。外国人への医療費、生活保護費。

1/11/2021 16:59:55 20代

男性

大学生

外国人

外国人の入国をなぜ止めない。ビジネストラックも帰国者（日本人・在留外国人問わず）全て 不信任感が強まっている菅内閣、自民党に変わる政権を国民民主党
止めるべきである。
に期待しています。今後も私も勉強し、次の衆議院選挙にて国民民
主党に投票するのか、引き続き維新に期待せざるを得ないのか判断
します（当方大阪19区です）。国民民主党のみなさんが日本をよく
してくれるのではないかと期待しています。頑張ってください。

1/11/2021 17:41:07 40代

男性

会社員

外国人

頼むから外国人を止めてくれ。これは絶対に納得出来ない。

1/11/2021 22:12:13 30代

女性

主婦

外国人

中韓のビジネス便を真っ先に止めて、他の国も止めて鎖国！

8 ページ

国民に無理を強いて、指定11ヶ国からの入国停止は行わないどころ
か、春節にはウェルカムな体制。以前から国民の血税を使い、働き
もしない外国人への医療費、生活保護費も問題です。はっきり言っ
て頭がおかしいとしか言えません。常軌を逸してます。

自分はこれまで自民党に投票して来たがここまで国民を無視した政
策を取られると本当に悔しくなる。頼むから外国からの渡航を止め
て下さい。

外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/12/2021 3:27:32 40代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
外国人

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

コロナ禍で医師や看護師の不足が報じられていますが、これは医療分野に限ったことではな
く、教育、介護、研究、農業、製造業等、全ての分野に共通する問題のように見えます。

孤独対策または自殺防止対策として、精神科の受診に対する心理
的、社会的なハードルを下げる取り組みが必要ではないでしょう
か？苦しくても自分で甘えだと思ってしまったり、家族に反対され
その原因を過去の緊縮財政政策に求める世論もありますが、根本的な問題は、現役世代が少な て受診せずに命を落とすケースは少なくないと思いますので。
く高齢者が多い人口構成ではないでしょうか？
あと、「仕事を失っても、大学に行けなくなっても人生終わりじゃ
現役世代と若者世代が、今ある社会保障制度やインフラを維持するために最大限に駆り出され ない、必ず再チャレンジ出来る」というメッセージを強く打ち出す
ているため、この世代が自分の子供を産み育てる時間的な余裕がないことが、所得の低下とと 事も大事ですので、「求職者BI」を是非進めて欲しいですし、春秋入
もに、少子化のもう一つの大きな原因だと考えます。
学の導入や、中高年にも開かれた大学への改革も検討していただき
たいです。
なので、子育てや教育に投資する事には賛成ですが、それだけでは少子化問題は解決できない
と思います。
学び方にも働き方にも柔軟性を持たせることが人生に余裕をもたら
し、自殺防止と危機に強い社会づくりに繋がると考えます。
それに、仮に出生数が増加しても社会に還元されるのは20年後。
そこで、今一度「移民」について正面から議論してみてはどうでしょうか？
現役世代人口の減少による消費力の落ち込みを、インバウンドでカバーしようという戦略は、
コロナ禍では通用しなかったし、社会保障の乏しい技能実習生制度は治安の悪化に繋がりまし
た。
それならば、外国人に労働者と消費者として日本に居住してもらうほうがはるかに良いはずで
す。
「子供への投資」と「ある程度の移民の受け入れ」をセットですることが、少子化問題の解決
策と、危機に強い国づくりに不可欠なのではないかと私は考えます。
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外国人（56件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 10:56:42 20代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て

1/8/2021 12:20:16 30代

女性

主婦

子育て

多子で低所得世帯な事で生活が苦しい

1/8/2021 12:40:57 40代

男性

会社員

子育て

鹿児島からです。
３月には選抜甲子園を始め、スポーツイベント等も増えてきます。
まだ感染爆発には至ってないのですが、隣の県等は感染者が急に増え、学校の部活動などでも 残念ですが、今年度まで我慢が必要なのではないでしょうか？
クラスターが出たりしてると報道があるのに、子供のクラブチームでは狭い宿舎に超密状態で
合宿を行ったりしてます。
指導者の考えの甘さ、コロナ感染に対する軽視としか思えない。
大人と違い、クラブ等に入ってる子供たちは指導者の言う通りにしなければならないという観
念から、国が思い切った規制を出すことが必要と考えます。
目先のことじゃなく、将来性を見て政策をしてもらわないと、このままでは日本の将来は暗い
です。

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

【コロナ禍での出産及び子育てついて】
私は政府の緊急事態宣言が出ている2020年5月の初旬に出産しました。
妊娠中からコロナが出始め、胎児への影響が未知のウイルスから怯え続けながら暮らしまし
た。
そして心から希望していた旦那の出産立会及び病院での面会も出来ないまま孤独に出産。
挙句に国からの特別給付金はタッチの差で対象外。
産まれてからも大切な赤ちゃんを守る為に自粛の日々。
初めての赤ちゃんなのに友達や親族にお披露目も怖くてできておらず、やりたかったことが尽
く潰され涙を流す日々。
買い物にも出れない為、ネットスーパーを利用するも通常より高額な食費で家計が圧迫されて
おります。
そんな中で政府がやってくれる対策といえば馬鹿の一つ覚えのようにgotoばかり…
もうこの国で必死に子育てしているのが馬鹿らしくなります。
政府は子供なんてどうでも良いのですかね。
どうかgotoとオリンピックと入国緩和なんて馬鹿なことはやめて、しっかりとした入国制限と
医療支援にあてて1日でも早くコロナを収束させてください。
それと子育て世帯への支援ももっと考えてください。
宜しくお願いします。

５人子供がいます 1番上は中学1年生 1番下は２歳です Twitterで
も玉木雄一郎先生を応援してますので 書き込みしたことがあるの
ですが １人親の方が大変なのも重々承知してますが 多子世帯も
我が家のように就学援助を受けさせて頂いてる世帯もあり 苦しい
です
今は 家族１人体調が悪ければみんな学校を休まなければなりませ
ん とんでもない食費です 旦那さんの年収は570万ほどですが 本
当にギリギリの生活です 国民への給付金も なかなか検討されず
多子世帯には目を向けて貰えず 多子世帯はみんな裕福だと思って
いるのかと本当に 辛いです そんな中玉木雄一郎先生は 私のコ
メントにいいねをくれました
今多子世帯を含む 生活困難な人達は 玉木雄一郎先生の筋の通っ
た方を応援しています 国民の声を届けて下さい ３食まともに食
事が食べたいです

菅さんは経済と感染対策を両立と言ってましたが、結局、家族内から１人の感染者が出たら、
その家庭は隔離生活になり、親は仕事も休まなければならなくなります。
自民党では無理です。
是非、民主党が野党の頭に立ち、未来ある子供たちを……未来ある明るい日本をコロナ感染と
コロナの後遺症から守って下さい。
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子育て（37件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 16:32:30 40代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て

1/8/2021 16:56:11 30代

男性

パン屋

子育て

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

時短をして応じなければ罰金ではなく、飲食店が悪でもなく
お客さんに静かに飲食する、
やかましくなれば、注意するか
帰宅してもらうを条件にできませんか？
お店の努力で、感染が下がるとは思いません。家庭内感染も飛沫や接触なら、家庭に持ち込め
ば同じ。
ならば、静かに飲食するを義務つけるほうが効果的だと思います。

いつもTwitterを中心に拝見、応援しております。
今現在の状況において、1番やってはいけないのは外国からの陽性者の入国だと思います。
札幌市に在住していますが、GoToトラベルが中止になり、感染者の数は明らかに減りまし
た。
コロナに対する認識は人それぞれで、この状況においても、お金があり認識が薄い人は平気で
旅行もするでしょう。
また、緊急事態宣言も2度目の発令の効果は1度目より抑止力は少ないと思います。
1度目の緊急事態宣言により、個人個人でコロナに対するある程度の定義があり、なんの補償
も罰則も無い状態での半端な抑止力は、認識の甘い人の行動は制限できず、無駄に経済を疲弊
させ、自殺者も増加する一方です。
今、政権批判をして声を挙げても何も届かない事ももどかしく思います。
明日にでも政権交代など無理な話で、漫画のようにクーデターや武装をして訴えることは出来
ません。
今できる事は国民民主党が政府の頭脳となり経済政策を打ち立て、そして1番行って欲しい事
は、国の代表として選ばれたにも関わらず、代表にあるまじき行動をとる議員を辞職させる法
改正が本当に必要です。
唯一、国民民主党において残念なのは自分の首を締めるかもしれない議員に対する罰則の強化
や追求が少ない点です。
次の政治に必要なのは、誠実に国民と向き合う事だけだと思います。
今、国民が強いられてるのは自助ばかりで、その先には自殺しかないように思えます。
私は4人の子供がいますが、まだ1番上の子でも小学1年生で、そこまで大変な思いはしていま
せん。しかし、もし受験や就職を控えた子供がいたとしたらと思うとゾッとします。
大学生への支援は本当に手厚くするべきだと思います。

1/8/2021 17:06:34 30代

女性

在宅ワー
カー

子育て

まだまだ書きたい事ありますが、またの機会にします。
withコロナ生活のあり方、｢安全｣をいかに確保するかについて。
国民へ強いる努力は｢こもる｣という消極的な方向ではなく、国家のために労働力を発揮すると
いう積極的な方向へ向けてはいけないものでしょうか。
まずは安全確保の大前提として海外からの入国(ビジネストラック含む)を停止させること。
次に中国ベトナムからの技能実習生分の労働力不足が深刻になったところに対し、国内の無
職･失業者を引き込めるように一時的にでも国費を投入。
この一年で国民はずいぶんと情報通になり、マスコミに頼らずデータを見るようになり、政策
への不信感も募ってきています。
若い世代ほど情報の精査やデータの分析について習慣化しているのでよく気がついています。
もちろん政党になんてとらわれません、必要なことをやるかやらないかで評価をします。
国内の安全と安定した生活を確保するためにまず必要なこと、水際対策の強化(海外との往来
停止)と労働の維持は最優先に取り組んでいただけるようよろしくお願いいたします。

1/8/2021 17:11:01 30代

女性

販売

子育て

子育て支援をもっと充実させていただきたいです。
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今回の水際対策は玉木さんの仰るとおりだと思います。現政府支持
でしたが、春節に合わせて制限を更に緩和するのであれば支持者を
離脱します。
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国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 17:19:52 50代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て

1/8/2021 17:59:51 20代

女性

会社員

子育て

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

家には喘息のある娘がいて、離婚はしてないものの別居しているので1人親です。娘は入院を
伴う場合があるのでコロナ前から仕事に就くことが難しく行政にも相談してきたが1人親とし
て認めて貰えず、生活も困窮していました所にコロナで、もちろん1人親としては認定しても
らえません。報道等では給付は貯金に回ったからもう行わないと聞きました。私の様な家には
就学援助も受けてますし、子供がいれば児童手当を受けているので収入等々は行政にも把握さ
れています。一律で貯金に回る様なご家庭には給付は要らないんだと思いますが、私の様な
セーフティにかからない人間が日本にはカウントもされずに沢山います。せめて子供がいる家
庭には国なり自治体なり再給付をしていただきたい。断続的に働く事ができない人間にはコロ
ナでより一層働き口などありません。死ぬか盗むしか生きていく方法がありません。

政治はよく分かりませんが、できない理由を毎日メディア等でも見
聞きしていて絶望しかありません。うちも主人は調停もしましたし
私は行政に言われた様に子供から父親を取り上げる努力を主人に納
得を得る前からしてきて、結局そこが問題になり合意を得れず、子
供が不利益を被ってしまって。基準に沿うなんて事自体が容易なこ
とではなく、それによって困窮したりするのは間違ってると思いま
す。ナラクの底には底なんてなくどんどん落ちる仕組みです。こう
いう皆さんにも等しく禍が降ってきてまず最初に助けられるべき人
間は、業態を絞ったり政府のトリアージされた方々ではないと思い
ます。自民党にはがっかりしてきましたけどほかに私を、娘を救っ
てくれる党はあるのでしょうか？

ひとり親世帯にもならないグレーゾーンの世帯の生活保障を強く希望します。

生後6ヶ月になる息子を持つ母です。
このコロナ禍で妊娠、出産を経験しました。度重なる自粛、感染対
策を経験し、無事出産はできましたが、生後3ヶ月で息子の病気が見
つかりました。旦那からはDVもあり、子育ての協力を得ることが困
難です。

参考にすべき著作や文献等

本来であれば得られる協力も、経済的援助も得られず、離婚も成立
していないため今回のひとり親世帯への給付の対象となりませんで
した。
息子は持病があるため保育園の入園を前倒しすることもできなけれ
ばその後の復職もままなりません。
私自身の貯蓄や育休手当でなんとかやりくりしてきましたが、大変
厳しいです。
記者会見のたびに総理は、貸与型の資金援助を勧めますが、国民に
借金を強いるつもりかと遺憾に思います。
真面目に働き納税してきた私たち国民に
目を背けて欲しくないです。
どうか国民民主党の皆さん、国会での意見提出をお願い致します。

1/8/2021 18:12:30 40代

女性

会社員

子育て

子供への影響

このウィルスは子供や持病のない大人への影響が低いのに、子供へ
マスクを実質強制し、人の顔が見えない環境に置くことや、行事の
制限をする事に大変不満です。
私の子供はこれまで保育園ではほぼマスクなしで過ごせていたの
に、この春から小学生になるという理由でマスクを強制されること
になります。
確たる根拠もなく子供の環境に無意味な強制をさせることを今すぐ
改善してほしいです。

1/8/2021 18:23:17 30代

女性

大学教員

子育て

菅内閣のCOVID19対策に疑問を感じます。第一波の時には西浦先生のシュミレーションに代
表される、根拠に基づく自粛要請やそれによる見通しがあり不安な中にも希望が持てました
が、今は素人がみてもそれよりも悪い状況にも関わらず、場当たり的な政策をしているように
みえ、希望が持てません。特に緊急事態制限発令後に、ビジネス目的の外国人の入国制限緩和
のニュースを耳にして現内閣に失望しました。COVID19の抑制こそが一番の経済対策であ
り、オリンピックへの道筋ではないでしょうか。
私自身は現在、高度生殖医療により第一子を妊娠中であり、また、教員を務める立場ですが、
これからの日本を背負う立場の若い世代が自己実現に向けて邁進できる日本に早く戻ってほし
いと思います。

1/8/2021 19:13:24 50代

女性

派遣

子育て

明日が不安

車部品の検査をしながら一人で子供を育てています！前の緊急事態
宣言の時も大変でした。下村氏が非課税世帯へ給付金を！って言葉
に喜びそして今は絶望感でいっぱいです。ひとり親世帯への５万円
なんて生活費に回りました。お願いします！給付金をお願いします
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年代

性別

ご職業

1/8/2021 19:28:19 30代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て

1/8/2021 20:11:43 40代

男性

会社員

子育て

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

ビジネス入国即時全面禁止

日本国民はGotoを停止して、旅行をしないようにして我慢している
のに、
中国韓国からの入国者はどんどん受け入れるのか。
訳がわからない。
許せない。

参考にすべき著作や文献等

コロナ禍での日本の出生数低下歯止めに向けた提言

昨年からのコロナウイルス感染症により、日本だけでなく世界が未曾有の危機を迎えておりま
す。
課題は山積みだと思いますが現在子育て中の私が一番気になることについてぜひ安心できる政
策実現に向けた提言をお願いしたいと思い、意見をお送りさせていただきます。
現在私の家族は45歳の私と36歳の妻、そして5歳と1歳の子どもが2人おります。2人目の子ど
もが大きくなったので体外受精を行った妻の受精卵があるので3人め目を考えております。3人
目は昔の大家族への憧れ、また日本の人口減少を少しでも食い止めたいという思いもあり考え
ています。その受精卵の凍結期限が今年の10月までなのですが、今年出産のための準備を行う
ため通院をすることに対して非常に大きな不安を感じております。
不安はもしコロナに罹ったらということ、さらに社会情勢不安による生活基盤、すなわち収入
が断たれてしまうかもしれないということ、さらに生んでからも子育てがワンオペになってし
まうのではないかということ、と出産から子育てが一つひとつ障害ばかりで何一つ安心できな
いため出産に向けた一歩がなかなか踏み出せません。
おそらく出産を考えておられる方でも、昨年から今年にかけては避けられるなら回避する方も
多くおられるのではないでしょうか。
そこで一つ提言として、人口増加に必要な3人（2人で現状維持のため3人）を生んだその月か
ら、その世帯に対し生涯に渡って厚生年金、国民年金ともに加入期間をフルで満たした満額を
支払い、月々の年金は国が負担するという子育て支援はできないでしょうか。
要は年金支給年齢の大幅な引き下げです。

1/8/2021 20:21:55 30代

女性

専業主婦

子育て

さらに年金受給しながら働くことでさらに収入を上乗せすることも可能、子育てのために夫婦
が共に数年退職しても毎月の年金で生活を守れる制度であることが重要です。ワンオペで3人
緊急事態宣言が出ても幼稚園や小学校は通常通り。いくら大人がリモートワークしても子ども
が変わらない生活では意味がありません。オンライン授業を進めるしかありません。
すぐに無理であれば分散登校、時差登校を早急にはじめて下さい！！！

1/8/2021 20:34:57 40代

女性

会社員

子育て

変異種は入れない！

国民に自粛などの要請をしておきながら、ビジネスのみとはいえ、
外国人の入国を許可しているのは問題があると思います。いつま
で、どこまで、中国共産党の顔色を伺うつもりのですか？と、憤り
を感じております。

1/8/2021 20:43:10 50代

男性

会社員

子育て

(両親が離婚や別居している場合を含めて)裁判所や法務省が、子どもが両親に会うのは、不要
不急の外出ではないと声明を出す。

子どもが、親に会えないのは、人権問題である。このため、日本が
批准している子供の権利条約や、ハーグ条約でも、子どもが親と引
き離されないことをうたっている。しかしながら、日本では、特別
な理由がなくても、離婚した時点で親と子どもが引き離される(単独
親権の弊害)。
更に、日本での面会交流の場合、コロナが流行っているからという
理由で面会交流を拒絶する理由にもなっている。海外(米国、欧州)等
の先進国では、面会を拒絶してはいけないというガイドラインが、
裁判所や法務省から出されている。日本が、先進国であるならば、
このようなガイドライン(指針)を出すべきである。
参考資料として、法律時報2021年1月号の離婚した父母と子どもとの
法的関係 井上武史教授(7頁の小論)を上げておきます。
また、国会でコロナ下の面会交流の可否について、活発な議論をあ
まり見かけません。子どもの人権がおろそかになっているのではと
心配しています。
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子育て（37件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 21:25:44 30代

女性

無職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

情報開示の不透明性や、分かりにくさ。
感染者数しか騒がないマスコミ
自民党の中の声すら無視され、国民を見ず、特定新興宗教と繋がりを持ち、中韓寄りの政治を
する政治家たち。
東京オリンピックの事しか考えてない人達
言っていることが二転三転し、与党の足を引っ張ることしか考えていない様な他の野党。

「国民」民主党と名を掲げる通り、国民に寄り添い、未来志向で、
日本を大切に、日本国民を大切にしてくれる政党を求めています。
是非とも今はコロナ対策に国会議員全てが尽力してくださる様お願
い申し上げます！！
玉木代表を初め、皆様に期待をして、声をあげさせて頂きました。

参考にすべき著作や文献等

本当に失望している国民は多いと思います。
私達国民が本当に大切にされていないんだなとつくづく悲しくなりました。
本当に今、日本国民を守る対策をお願いしたいと思います。
1/8/2021 21:33:37 40代

男性

会社員

子育て

子供の健康、未来について

コロナの致死率、重症化率に基づき対応策を取るべき

マスクによる酸欠，表情を認識できない感受性等の未発達を懸念している。
また、行動制限による経験可能性の減少に不安感がある。人との関わり、自由な行動、遊びは
コロナの致死率で制限するべきなのか？
子供の発症、無症状感染者からの感染は極低リスクであることを国が認め積極的に発信し、対
応を改めるべき。
1/8/2021 22:14:12 40代

男性

団体職員

子育て

はじめまして、宮城県在住の二児の父親です。
コロナ禍の中、子育てをしていく中で今まで以上に教育環境の格差の拡大が心配です。

国民民主党の党員になりました。
今後も応援させていただきます！

コロナの影響で親の収入が減り、経済的に勉学の選択肢が狭まっている児童が周りに増えてき
ました。
こんな世の中だからこそ教育環境の拡充に力を入れて欲しい。将来国を支えて行く子供達に必
要な学びの環境を与える事の出来る政策提言が望まれます。
衣食住まで逼迫している子供への支援はもちろん必要ですが、将来の日本を牽引するであろう
学力の高い子供へのより高い学びの場へ進むための無返済の奨学金制度の拡充があれば良いと
思います。

1/8/2021 23:12:13 50代

男性

会社員

子育て

国民に努力を押し付け、政治家は自粛しない
国民に自粛を押し付け、海外からの水際対策を本気で考えない

同じ痛みを感じないとあなた方は本気にならない
お願いだからこんな事を言わせないで欲しい

解決策になるかどうか不明だが
一定の感染者が増える度に、一定の失業者が増える度に、
与野党関わらず、国会議員の数を減らず事を求める
1/8/2021 23:42:09 30代

女性

主婦、大学 子育て
生

今回緊急事態宣言が発出された地域に住んでいます。同市内でも30人近くの感染者が出てお
り、不安を感じております。
昨年8月、コロナ禍の中で出産しました。病院は付添もお見舞いも無く、幼稚園生の上の子と
も会えずに寂しい思いをさせてしまいました。
そんな中、年末に以前のパート先に復帰できないことがわかりました。悪阻が酷くなかなか出
勤できず、調子が良くなった頃上の子の幼稚園が休園となり、そのまま出産。妊婦向けの給付
も休園のための給付も、どちらも職場の手を煩わせてしまうことと悪阻が原因で長く休んでい
たことから受けられませんでした。
そして出産前だったことから定額給付金は下の子の分はいただけず、なにか置いてけぼりに
合っているような気がしていた中での職場の解雇でした。
産後すぐに復帰して迷惑をかけた分を取り戻したい、通信大学に通っているため学費を稼ぎた
い、と思っていたのに。上の子の幼稚園や習い事も私のパートがなければ厳しい状況です。
コロナが無ければ、と同時に下の子を出産しなければよかったのではと、親として考えてはい
けないことを考えてしまいます。
緊急事態宣言が出されました。休校措置がなく外国人も入ってこれる。一体なにが昨日までと
変わるのでしょうか？私は子供を送り迎えして、赤ちゃんを連れて買い物をして、夫はテレ
ワークが出来る職種ではない。
せめて宅配食の利用が出来るように、安心して明日を迎えられるように、補償をお願いしたい
です。
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子育て（37件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
システムエ 子育て
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年代

性別

ご職業

1/9/2021 1:17:22 30代

男性

1/9/2021 2:28:06 30代

女性

会社員

1/9/2021 7:46:56 40代

男性

1/9/2021 8:29:38 40代

女性

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

【我が家の状況】
昨年の緊急事態宣言により、長子が昨年4月からの入園予定だったのが、結果的に6月からの入
園になりました。今回の緊急事態宣言では、幼稚園の方針は「現時点で行政から休園要請を受
けていないことから、通常通りの保育とする」というもののようですが、逆に言えば行政から
の要請があれば休園する可能性もあるようです。
【私が感じている課題】
私は現在完全在宅勤務であり、妻は育休中です。よってとりあえず生活を回せる状態にはある
のですが、政府のいきあたりばったりの緊急事態宣言（に伴ういきあたりばったりの状況変
化）には正直参っています。これが、我が家のように「とりあえず生活を回せる状態ではない
ご家庭」の場合にはゾッとします。
【解決策】
具体的な解決策は特にありませんが、政府に対しては政策に関しての「説明責任」を求めま
す。現在発令されている緊急事態宣言は中途半端としか言いようがなく、どこを目指している
のかさっぱり分からないというのが所感です。

政府の打つ政策に対して、何を目的とし、どのような着地点を目指
すのか、その説明を求めます。それによって国民一人ひとりがどの
ような行動をするか判断できるようになり、また特措法などで規定
すべき補償・罰則が明確になると考えています。今はそのような指
針が無いため、議論する段階ですらないというのが個人的な認識で
す。
まず大前提として、日本政府が新型コロナウィルス感染症に対し
て、「封じ込め」戦略を取るのか、「Withコロナ/Afterコロナ」戦略
を取るのかで、取るべき進路が大きく変わります。これまでは「経
済も止めてはならない」という建前のもとでWithコロナの戦略を
取ってきており、その結果が現状の感染者数の推移であることか
ら、この結果はむしろ想定通りです。それを今になって「封じ込
め」戦略に傾いたかのごとく緊急事態宣言を発出し、その割に「飲
食店だけ制限」さらに「ビジネストラック（商用）の入国は継続」
という全く実効性のない（飲食店だけに有害な）形になっており、
政府に対する不信しかわきません。
「Withコロナ」戦略を取るのであれば、それに耐えうる形で医療体
制を作り変える必要があります。昨年の一年間は、あれだけ医療危
機が叫ばれながら特に何かを見直すでもなく、その結果今の状態に
陥っているに過ぎません。完全に政府の失策によると評価せざるを
得ません。
国民に痛みを求める前に、どこを目指した政策なのか、説明する責
任が政府にはあると考えます。

子育て

認可保育園登園自粛に伴う保育料の減額

横浜市の認可保育園へ子供を預けています。緊急事態宣言を受け、
園からは登園自粛の要請が来ましたが、横浜市では登園自粛による
保育料の返金・減額措置はありません。
自宅保育で保育料満額(我が家は7万弱)は本当に辛いです。
我が家は園からの指示に従い、昨日より自宅保育をしております
が、周囲は返金がないならこれまで通り預けるという方が殆どで、
全く緊急事態宣言下でも状況は変わりません。前回の緊急事態宣言
時には登園率に応じての返金があり、登園率は大幅に抑えることが
出来ました。保育園は密です。今回は自治体によっては返金がある
ところもあり、格差があります。どうか改めて国から保育自粛の指
示および補償の検討をお願いします。

会社員

子育て

国は全てが遅すぎる。地方自治体にお金を出せば地域にあった対策をそれぞれがします。地方
はお金がないので国に頼らなくてはならないのにスピードが遅いから何もできないんです。そ
のせいで感染が拡大しています。

会社員

子育て

前回の緊急事態宣言時、公園や児童遊園の遊具にロープやテープが貼られ、学校も休校で子供
も私も大変ショックを受けました。現代はゲームなどで遊ぶお子さんも多いせいか、住宅街に
あるような公園は普段から密になるような事もありません。休校になった場合、家の中に健康
な子供が閉じ込められる事は、かえって不健全ではないでしょうか。コロナ禍の子供たちは
しっかりルールを守っています。学校でも家庭でも指導され、手洗い消毒マスク身についてい
ます。大人の1ヶ月とは違い、成長期の子供たちの1ヶ月はとても大きいです。公園、学校の校
庭など子供が体を動かして遊ぶ場所に過度の制約をつけるのは辞めていただきたいです。
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参考にすべき著作や文献等

子育て（37件）
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1/9/2021 11:17:59 30代

女性

主婦

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

コロナウイルス感染症を5類に下げてください

毎日、コロナウイルス感染者（陽性者）の数を数えるのをやめてく
ださい。インフルエンザ以下の感染症ですので今すぐ2類から5類に
下げてください。
緊急事態宣言やら非常事態宣言やらいりません。人には寿命があり
必ず命は終わるものです。コロナで亡くなるのは絶対に駄目で他の
病気なら良いのでしょうか。コロナではなく、自殺や癌で亡くなっ
た人の数を何故報道しないのでしょうか。
テレビは嘘だらけ、煽りすぎです。

参考にすべき著作や文献等

ウイルスは悪者ではなく、人間は細菌やウイルスと共存して生きて
いくものです。意味があって存在しているのです。
毎日感染者が過去最高を更新してる報道を見る限りマスク、うがい
や手洗い、消毒など全く効果がないのでしょうね。
ウイルスばかり敵視し悪者にし何か他のもののせいにする（他人
軸）報道にうんざりです。
食事に気をつけたり、運動したり、日にあたる、睡眠をしっかりと
る。病気に負けないのも重症になるのも自分の身体しだい（自分
軸）、すべては自分のしてきたことの結果のはずです。
コロナの馬鹿げた茶番劇や報道を止めて、今までどおりの生活をし
たいです。
運動会、音楽会、修学旅行、部活動の大会、、、何もかも中止。子
どもたちが可哀想です。起こるかわからないものへ恐怖心から大切
なものを奪わないでほしい。1番大切なのは「今」だと思います。

1/9/2021 11:18:41 30代

女性

会社員

子育て

今回の緊急事態宣言における保育所の扱いに関する各自治体に丸投げ感についてです。
togetterにまとめました
保育園はどう考えても3密で、まだ幼い子供は自分から感染を予防することが出来ませんよ
ね。それなのに、自治体(都内の一部の区、横浜市等)では、何とか調整をして家庭保育を選択
した家庭について保育料の返還は一切ないのに極力自粛をお願いされている状況です。当方は
育休休暇中なので、預けられない雰囲気と預けたくない気持ちで、費用負担して自粛すること
を選択しましたが、大変形見の狭い思いをしています。
また、自治体ごとの財源も異なるため、費用が還ってこなかったことに関してはある程度は想
定内ではあったのですが、練馬区では2ヵ月保育園を利用しないと除籍するというお達しが
あったとか。
医療崩壊させたくない、保育士に負担をかけたくない、子供を感染させたくないという気持ち
を丸無視の対応に憤りを感じています。

1/9/2021 19:07:15 40代

女性

専業主婦

子育て

中韓ベトナムからも入国禁止にしてください！なぜ国民がこんなにも我慢に我慢を重ねている
時に外国人優遇するのでしょうか。なぜ日本の医療費で外国人を入院させるのでしょうか。1
日でも早い決断をお願いします。

1/10/2021 7:18:25 30代

女性

主婦

子育て

お金も辛い→一律給付金 外国人からの感染怖い→入国禁止 県外ナンバーの車来すぎ→緊急事
態宣言は全国一斉に

7 ページ

緊急事態宣言での登園につ
いて保護者と保育士の叫び
https://togetter.com/li/1649
479

保証保証といいますが、結局の所ただ金借りろと言われているだけ
です。保証対象にならなくても物価があがったり子供いる為に自己
自粛で雑費、食費があがり貯金も底をつきました。買い物にでると
マスクをしていない外国人や、飲食店で大声で喋っている県外ナン
バーも多数。一部で緊急事態宣言だしてもほかの県で遊ばれてコロ
ナ巻き散らかすだけです。これは前回ので懲りたと思っていました
が。ビジネストラックでの入国禁止、全国一斉の緊急事態宣言、そ
して何より一律給付金を強く要望します。お金が無くて生活がまま
ならないのがほんとに辛い。一部を助けた所でどうにもならないで
すよ。もっとちゃんと見てください。今本当に皆が出費が増えて、
収入が減って明日は我が身の死ぬ思いで生活しています。支払いも
溜まりに溜まっています。10万ずつでは足りません。20万ずつの一
律給付金をよろしくお願いいたします。

子育て（37件）
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1/10/2021 7:24:15 30代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て
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あなたが感じている課題や解決策
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参考にすべき著作や文献等

連日のように新規感染者の増加が報道され、国民に不安感を与えています。
実際の感染者の状況を見ると、未発症者がほとんどであり、軽症もしくは無症状者であること
がわかります。
指定感染症の枠組みで一人感染者が出た場合、濃厚接触者の割出、PCR検査の実施となり、無
症状者の陽性が増えているものと推測できます。
新規の重症者や死者数が1桁前後で推移している状況下、現状の対応を実施することは、明ら
かに過剰ではないでしょうか。
重症化しにくい若年層の場合、新型コロナの陽性になることでの社会的不利益を懸念し、体調
の変化を感じても、あえて通院しない選択をするのは必然的です。
私自身も職場での飲み会等の全面禁止により、仕事への影響を恐れて、濃厚接触者にならぬよ
うにと言う一心で日々生活している状況です。
コロナ禍で以前のような生活に近づけるためには、指定感染症の解除により、症状のある者が
適切な治療を受けることで重症化を防ぎ、無症状者は基本的な衛生上の対策をしながら経済活
動を進めていくべきと考えます。

1/10/2021 23:38:27 40代

男性

会社員

子育て

神奈川県で1歳の子供を持つ会社員です。
まず日本ではコロナは恐れるウイルスでは無いと思います。
同じ風邪のウイルスであるインフルエンザは、毎年1000万人が患者となり、間接死は1万人に
なります。
そして子供、若者も多く殺し、高齢者も殺します。
それに比べるとコロナは一年でたった30万人足らず（しかも感染者数ではなく検査陽性者
数）、死者も間接死とも言えないくらい無理矢理集めて4000人程度。
そして子供、若者は全く殺さず、高齢者もそこまでは殺しません。
さらに欧米に比べると何十分の一であり、日本人の総年間死者数130万人から考えても、特別
な対策すら必要のない病気であると思います。
そんな病気のために緊急事態宣言など過剰な対策を行い、経済、文化を疲弊させ、国民の自由
まで奪う事は愚の骨頂だと思います。
経済の犠牲者は膨大で、すでにコロナの犠牲者数を超えているかもしれません。
最終的な自殺者は確実にコロナの死者数を超えるでしょう。
医療崩壊にしても、不適切な指定感染症のランク付けにより、一般の病院で診ることが出来な
いために起こっているのは明らかです。
まず政治としてはこの指定感染症から除外するか、5類に落とす事がコロナ対策の特効薬だと
思います。
玉木党首は、先日のテレビ番組でそのような発言をしていたかと思います。

1/11/2021 16:49:35 40代

女性

主婦

子育て

コロナ対策は、水際対策をきっちりやってほしい。ビジネストラックのような抜け穴を作らせ
ず、緊急事態宣言が出ている間はせめて、完全入国禁止にしてほしい。何のために国民が自粛
しているのか意味がわからない。この政権に殺されるのでしょうか。来月からまた春節です。
去年の失策を今年繰り返すことなく、コロナ感染者を減らしていってほしいです。
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1/11/2021 22:26:22 30代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
子育て

1/12/2021 0:14:07 30代

男性

公務員

子育て

総理はワクチンが2月下旬から接種開始としているが、
１ワクチンが全ての解決策なのか。ワクチンが接種できればそれで終わりなのか。おそらくワ
クチン接種が終わってもその後のウィズコロナの世界についてどう考えているのか。
２ワクチン接種の優先順位について、高齢者や基礎疾患持ちの方が先と言っているが、昨今の
変異種により子どもが重症化するケースがあるという報道がある。これから未来を担う子ども
たちが亡くなっては将来の日本はないので、できれば子ども優先について検討して欲しい。

1/12/2021 7:46:03 50代

男性

自営業

子育て

緊急事態宣言を行う前に、LRA（より制限的でない他の選びうる手段）がある、つまりできる
事があるとのではと思います。
指定感染症に値するのか、または二類に相当するものなのかどうか、なぜ一度も検討しようと
しないのでしょうか。
一年の間、「新型コロナウイルス」と付き合ってきたのだから、そろそろ実感とデータを揃え
て議論すべきだと思います。
それをしないでもう一度非常事態宣言を発令するとか、何を考えているのでしょうか。
特措法を改正の議論の前に、新型コロナウイルスの議論を片付けるべきです。

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

このコロナ禍が始まりはや一年、1才と4才の子育てをしながら働き、職場や家族との意見の相
違にも悩みながら何とかやってきました。一番感じるのは政府のハンドリングが信じられない
からしんどいということです。
矢田わか子議員のTwitterで、保育園の休園や休校を申し入れて下さると読みましたので、是非
お願いしたいと思いコメントすることにしました。
学校を一斉に休校にするとなると様々な弊害が生まれるのは想像がつきます。オンライン授業
の準備が出来ていないことだけが理由ではないでしょう。しかし親にも選択する権利を与えて
頂けないでしょうか。
私の子どもたちは保育園に通っていますが、保育園というところは学校より感染のリスクが高
いです。おもちゃを共有して舐め合っているくらいです。一時期は自主休園させて私も仕事を
私事都合で休職していました。しかしそれにも限度があり、保育園は一月も休めば退園させら
れてしまいます。職場にもなかなか理解は得られませんでした。そこを権利として認めて頂き
たいのです。
最近では子供が感染を広めているという話も聞きます。少なくとも緊急事態宣言下では学校や
保育園もいつも通りというわけにはいかないのではないでしょうか。
家庭の事情や子供の事情にもよると思うので一斉に休校、休園とはいかなくて構いませんが、
望んだ家庭が休園、休校を選べるような対策（欠席扱いにならない、自主休園による休暇が認
められる）を急ぎで取って頂きたいと求めます。
どうぞ宜しくお願いします。

インフルエンザは、1千万人が感染して、1万人が死ぬという被害が出ます。新型コロナウイル
スはそれほどではありません。完全にインフルエンザ以下ですから、指定感染症から外すしか
ありません。 新型コロナ 専門家を問い質す(光文社 P048)
厚生労働省発表による全国での新型コロナウイルスによる死亡者数
2021/01/03(日)～2021/01/09(土)まで
https://mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html
2021/01/03(日) 51人
2021/01/04(月) 56人
2021/01/05(火) 64人
2021/01/06(水) 72人
2021/01/07(木) 66人
2021/01/08(金) 75人
2021/01/09(土) 64人
合計 448人
09(日)は前日より死亡者数が減っています。

1/12/2021 9:34:37 50代

女性

主婦

子育て

店名を公表しても、あいているかあいてないかは国民には明らかなわけであって、情報提供機
能はありません。あるとすれば、「あそこは自粛警察によって粛清されるべき店だ」という情
学校休校
お願いします。自主休校していますが、全員が危機感を持つために
国で休校して下さい。コロナを絶対消したいです！首の皮1枚でずっ
と生き長らえるのは辛すぎます。鎖国をする、出歩くな！強い言葉
で発信して下さい。どうかお願いします。

9 ページ

子育て（37件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

1/8/2021 12:19:38 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
大学四年生 就職

1/8/2021 13:56:52 20代
1/8/2021 14:01:23 50代

男性
男性

一般
無職

タイムスタンプ

ご職業

就職
就職

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

感染状況への対応が遅すぎると思います。
コロナ対策による公衆衛生の充実と観光、運輸、小売など様々な経済振興策の両方が大事で、
バランスを取るのは難しいことは分かります。
ですが、感染者が増えたら一旦経済の方は止める。その間は一律の給付金などで耐えるなどの
柔軟で迅速な対応が大切ではないでしょうか？
そのような対応が内閣、国会どちらも出来ていないように思えます。

飲食店を中心に時短を要請していますが、自分が小売業でアルバイ
トをしている感覚だと週末を中心に密な状況が起こっています。飲
食店に限らず人が集まる場所全体で対策が必要だと感じています。
若者を中心に専門家から行動制限を呼び掛けられていますが、自分
を含めた大学生の多くは授業は殆どオンラインで、アルバイトに行
く程度しか外での活動はないと思います。
年代に関わらずに感染対策の意識を持っている人とそうではない人
の差があるのでは無いですか。このことは国会議員の会食、国会の
対面運営からも分かると思います。
そのような国民全体の意識の差についてなどを、国会や首相の「こ
のような状況だから、いつまではこの対策で皆さんで対策しましょ
う」などの呼び掛けが必要なのではないでしょうか？

参考にすべき著作や文献等

コロナウイルスでどこにも行けない。
GO TO トラベルやめるべき！
党員では無いけれどそういう人の意見も活かしていただけるのであれば幸いです。私は家族
の大黒柱であるにも拘らず、一年近く無職であり、1日も早く働かなければなりません。ま
た、娘も今春大学を卒業しますが内定を貰えず就職出来ない状況にあります。通常であれば、
私や娘の立場からしたら経済を回し、各企業の採用意欲をどんどん増して貰いたいと考えるの
が筋です。しかしながら、現状を冷静に見てみると、コロナを一旦沈静化させることが、経済
を回していくことができる最短距離であると確信しています。
私は今まで自民党を応援してきましたが、劣化と傲慢が目立ち、再度自民党は下野しないと
駄目だと考えています。だからと言って中韓ファーストを党是としているような立憲民主には
期待していません。そこで直近で御党に期待、提言することは以下の通りです。
最優先事項は①直接の命を守ることとし②経済(間接的な命)はその次とする。
①-1 感染者数に囚われると一喜一憂感情的になるため、感染者数をKPIの第一にすることを極
力避ける。
①-2 PCR検査は症状があってもすぐに受けられないのが現状。症状がある全ての人がその日
に100%受けられる体制を確立。
①-3 医師会と病院会に対し、政治力と世論の力を使いコロナ患者対応をしている病院の絶対
数を増やし、国民に安心感を与える。
(私立病院などは赤字になりたくないからコロナ患者を診察しないと思っている国民はかなり
います)
①-4 ホテル待機、自宅待機の人には全員に血中酸素濃度を計測出来る機器を貸与。
①-5医療関係で人手不足であるなら、専門知識の不要な業務を私のような無職の人に臨時職員
として担わせる。
②経済が回らない事で死に直面してしまう可能性がある人には、兎に角日本銀行に紙幣を刷
らせて金をばら撒く(ばら撒いても日本は倒産しません)。
あと政府が国民に会食は控えようと要請していたにも拘らず、自民党二階氏、菅氏らが遵守し
ていなかったということがありました。大したことではないかも知れませんが、国会議員は言
葉や行動が命です。率先垂範はリーダー足るべき議員一人一人が肝に銘じる必要があると思い

1 ページ

就職（27件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 14:54:53 20代

男性

学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
就職

1/8/2021 17:00:37 40代

男性

学生

就職

1/8/2021 17:06:52 20代

男性

学生

就職

経済の停滞はこれから就職する私達の世代に多大な影響を及ぼすので、ロックダウンのような
強行策よりも、通勤面での時差出勤の推進による満員電車の緩和（戦時中ですが、職種別の時
差出勤があったと聞きます）、一人旅、一人食事のような感染リスクの低い方法での飲食旅行
業界の支援等、経済を殺さない新型コロナウイルス対策政策を打ち出してほしい

1/8/2021 18:22:16 50代

女性

就職

ビジネス外国人入国を拒否して

メディアも自民党も
中国韓国に侵されている
日本人（子供）の将来が
大変な事になってしまう。

1/8/2021 20:03:23 30代

男性

就職

2020年8月上旬に店の売り上げが減ってしまい、人員削減によって、正社員を解雇されまし
た。12月中旬に派遣社員として入社しました。8月中旬から12月上旬まで、正社員を希望しま
したが、どこも雇ってもらえず、退職金と失業保険金で凌いでいました。退職金が尽きたた
め、やむ無く派遣社員を選び、食い繋いでいます。また、住宅ローンの返済を一時的に延長し
ていますが、返済が再開されると今の収入では、払えず家を売却せざるを得ない状況です。

菅総理を含め、自民党は老害の巣窟です。お友達の為の利権&職権濫
用して、日本国民を放置しているのが許せないです。具体的に言う
と、コロナ感染対策は先進国の中で日本の政策は世界の恥としか思
えないし、後世に対して禍根を残すことになります。また二度目の
緊急事態宣言はもはや緊急でなく、情緒的な宣言であり、日本国民
を悪戯に振り回しているだけです。
こんな政権を先進国の中で許しているのは日本だけです。しかし、
野党も内閣不信任案も出さないのも問題です。
一刻も早く菅総理は辞職して、自民党は分裂してほしいです。

タイムスタンプ

派遣社員

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

課題としてはまさしくコロナ対策の心配性です。
菅政権、自民党政権は補償に関しては手厚くしっかりとやっていると思います。
少なくともGOTOキャンペーンもそこまで叩かれるような政策ではないと思われます。
肝心なのは出口戦略のなさと感染をどう止めるのかというプランだと思っています。
つい野党の人達は「補償」の観点からあれこれ言いがちですが、補償はある程度は保証してい
るのが自民党政権です。財政出動もある程度しているのに人々が満足しないのは、出口戦略の
なさと効率的な感染対策が出来ないからです。
もちろん野党にも反省すべきところはあり、3月に特措法を改正すべきだったのにも関わらず
野党第一党のR党が人権制限するのはダメといい骨抜きにしてしまった過去があります。そこ
はしっかりと統括すべきです。
今の自民党は経済と感染対策のバランスを意識してしまい、どうすればいいのかあたふたして
いると思います。ここは先に先手の対応で感染対策に重点を置き、春にいかに回復させていく
かというポーズが大事です。このご時世です。世界のドイツ首相メルケルのような左派政権で
あれ、右派のイギリス首相ボリスジョンソンであれ感染を止めることは出来ません。政権を取
るために具体的な策も言わず分断を煽るのはやめて国民民主党としてのアピールをどうしてい
くか。そして自民党の代わりにこういうポストコロナ社会を作るのかということを提案してく
ださい。
例えばGOTOキャンペーンも再開するなら近郊の地域だけにすれば感染は広がりにくいです。
マイナンバーを普及させて、銀行紐付けも可能にすれば給付も容易になります。入国対策もや
はりビジネスの両立は大切なので14日は確実に隔離させCOCOAのアプリを義務付けさせたり
するのも有効です。そして将来に負担のかからない税制を考えたうえでの無理のない現実的な
消費税減税、そしてポストコロナ社会の日本の成長を後押しするためにも規制緩和や法人税減
税をして経済を豊かにしてください。そしてコロナが終わったらストック課税などをして金融
所得などの資産への課税をして税と社会保障の一体改革を目指してください。

玉木雄一郎氏は有能な方で国民民主もよい政党だと思いますが、少
なくとも地味だし何がやりたいのかわからない政党です。そうなっ
てる最大の要因は野党共闘陣営に加わってることです。国民民主党
が独立したくせに首相投票で立憲民主の枝野氏に投票したのは心外
だし、いろいろ労組との兼ね合いなどあるとは思いますがここは離
れた方が得策です。はっきりいって民間労組で民間を守るというス
タイルにもかかわらず、共産党と野党共闘など民間の軽視に思えま
す。言語両断です。だから古本さんなどのトヨタ労組の人たちがつ
いていないのです。しかもただでさえ、地味で知られていない国民
民主党が労組の力なしに票を取れるでしょうか？
ここは野党共闘という共産党の傀儡から抜けて、「民間労組を守
る」「国の産業を守る」ということを国民にアピールして古本さん
ら民間労組を味方につけることが重要です。
2017年第三極である希望の党は負けはしましたが15%の議席を取り
ました。さらには日本維新の会も勢いがあり大阪と知事というネー
ムバリューもあります。ここは嫌かもしれませんが維新との共闘を
模索してもいいのではないでしょうか？このままだと立憲民主党と
共産党の補完勢力として出し抜かれてしまいます。第三極としての
メリットは「自民党から票を取れる」ということです。今の野党少
なくとも立憲にはその思想がなく皆無です。身内でマスタベーショ
ンしてるだけでこんなんじゃ経済と外交が心配でとても信頼できる
野党ではありません。ぜひ国民民主党には第三極として民間をいか
に成長させるかそして次は玉木雄一郎が首相をやるというビジョン
を明確化してください。
そのためにもただ「中道改革」とか「日本ヤバイ。」みたいなひね
りのない言葉だけでなく給付金なら「タマ金」とか「こくみんうさ
金」とかどうでしょうか？「中道改革」も堅苦しいので「人を救う
もはや、経済活動を全てストップする気持ちじゃないと感染はおさまらない。そして究極の社 のに左右もない」とか言えば人々から関心を得られやすいと思いま
会保障であるBIを本当に入念に検討するべきだ。生活保護廃止しなくて魔構築してください

2 ページ

参考にすべき著作や文献等
https://www.google.co.jp/a
mp/s/www.bbc.com/japane
se/features-and-analysis52586299.amp（←日本は
財政出動はしているという
データ）
https://youtu.be/XO6HRgPs
fX8（←あだチャンより。
立憲がいかに経済を軽く見
ているかというデータ）
https://www.google.co.jp/a
mp/s/www.tokyonp.co.jp/amp/article/73165
（←野党共闘を訴えた伊藤
候補より玉木氏が票を得て
いる）
https://www.google.co.jp/a
mp/s/www.sankeibiz.jp/wor
kstyle/amp/200831/ecd200
8311943005-a.htm（そも
そも民間労組が立憲に行か
ないのに立憲にべったりで
は話がつかない）
https://www.nhk.or.jp/politic
s/articles/feature/49584.ht
ml（いかに立憲が民間なん
て考えてないのかわかる記
事）

就職（27件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
就職

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 20:53:09 20代

無回答

1/8/2021 21:55:59 30代

男性

派遣社員(障 就職
害者雇用)

疲弊している国民生活を補償して欲しい。その為に、全国民にコロナ感染が落ち着くまでの
間、生活保護を受けている方や年金受給者を除いた全ての国民に一律の定額給付金、もしくは
ベーシックインカムという形で給付をしてもらいたい。でなければ人の動きを抑制出来ない。
生活が補償されれば国民は自粛すると思う。抑制が出来なければ感染を抑えられない。

何もかも全て補償するのは財源も無限では無いので難しいとは思う
けど、今の政府は酷すぎる。対策が後手後手。海外からの入国は止
めるべき。会食も止めるべき。個人の良識に任せるとか甘すぎる。
国民と同じ痛みを背負って欲しい。庶民の思いを無駄にしないでも
らいたい。国会議員も広義の意味において１人の国民であると思
う。それとも国会議員さんは庶民とは違うので特別な存在なんです
か？同じ日本人のはずなのに私たちと同じ痛みを共有してくれない
のですか？範を示して下さい。国民へ、しっかり給付をして欲しい
です。このままなら、１ヶ月どころか、いつまでたっても感染を抑
制出来ないと思いますが菅総理が何考えてるのか分かりません。

1/8/2021 22:37:02 20代

女性

学生

就職

課題：現在大学2年生で出版社への就職を希望しています。中小の出版社は求人が減っている
と耳にしたので心配です。
解決策：就職に有利になるよう、新聞・ネットメディアから自分の意見をまとめて「書く力｣
を身につけています。

新型コロナ蔓延から約1年間、様々な政党や政治家の方に関心を持
ち、支持政党を転々としてきました。
その結果、国民民主党さんと参政党さんに厚い信頼を覚えました。
両党共に、市民の声を拾い、今最も必要なことを提言しておられる
と考えます。
また玉木さんが訴えておられる特措法改正・ビジネストラックの停
止・1年間の減税に私も賛成しています。このような対案を積極的に
政府へ提言していただくことを望みます。
また、コロナと並行して改憲・イージス艦2隻のコストの問題・アフ
ターピルの市販の議論を進めていただきたいです。
応援しています。

1/8/2021 23:35:28 10代

男性

就職

緊急事態宣言により、職業実習が延期になった。どうしてくれるん?私達無職で生活しなあか
んことになる。こんな生活は絶対に嫌だ。何もできない。
だから、就活する人の支援を求める

1/8/2021 23:52:00 30代

男性

無職

就職

今生活困窮者、自殺者が増えてます。去年の春の１回目の緊急事態宣言が出た時に失業保険を
受給されてた方のコロナが終息するまで延長を行えば生活困窮者も減ると思います。去年は就
労困難者、障害舎の方は対象外でしたが今回は一律の延長をお願いしたいです。

1/9/2021 11:48:22 30代

女性

会社員

就職

テレワーク助成金について。テレワーク7割を求められていますが、自宅以外の例えばコワー
キングスペースやカフェなど、ノマドワーカーが利用していたような場所を利用料などにもテ
レワーク助成金を使えないでしょうか。
家が仕事ができる環境でないのでオフィスに出社している人も多いように感じます。自宅近く
のカフェやコワーキングスペースで仕事するのであれば通勤電車に乗らなくても済む方も多い
です。ご検討お願いします。

参考にすべき著作や文献等

課題はコロナによる体調不良者への偏見です。
私は一度就職しましたが、職場環境が合わず退職し、今は環境を変えようと県外の就職を目指
しています。
しかし県外から持ち込まれるコロナの影響でコロナに感染した人は職場や個人の特定に晒され
て、学校を辞めたり引越しをせねばならない事態が地元でも起こっています。そのため県外へ
行くのもとても恐ろしい状況です。
コロナ感染症は誰でも罹りうるものであり、対策を真面目にしているとはいえ完全に防げるも
のではありません。そのため既に罹ってしまった人を自己責任で責めるのは単に差別だと思わ
れます。
私はコロナに罹った人をまず心配する様に自分でも心掛けていますが、この非常事態の状況で
はまず体調を崩された人は心配されて、休むのが普通であって欲しい思います。
長い時がかかるとは思いますが、コロナ感染症に罹った人への差別の防止と「体調が悪ければ
罪悪感無しで休んで良い」というメッセージの発信を、国の政治に関わる方々からも根気強く
お願いしたいです。

3 ページ

就職（27件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/9/2021 13:32:49 50代

男性

1/9/2021 14:21:17 40代

女性

ご職業

無し

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
就職

就職

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

野党のあり方

私は岡山の銀行を31年間勤めたのち、中国の大学講師として転職が
決まり、3月出国予定でしたが、出国できず1年ずっと、無収入で
待っています。自分はレアケース、我慢しようと。しかし、政治特
に野党は一年間何をしていたんですか？。国家国民が危機に瀕して
いる時に、いちゃもんをつけ、政策の足を引っ張る。挙句に給与も
らいながら離散集合、自分たちの都合ですよね。国民の最大公約数
の幸せを実現するのが政治、そこから漏れた弱者を救うのも政治。
いきなり懲役だの、入国停止などマルかバツの勧善懲悪なら、あん
たら要らんよ。僕は年末香川県の農家でバイトしていましたが、玉
木先生ご存知ですよね。どれだけ地元経済が技能実習生（ひどい労
働条件ですが）に頼っているか。立憲民主党も酷かったですが、最
近の国民民主党も酷いですね。残念です。

参考にすべき著作や文献等

英語関係で派遣をしていましたが、全く仕事につけません。しかもリウマチをもっています。
寒さとストレスに弱い原因不明の免疫の疾患ですが、その痛みも含め仕事選択の幅はありませ
ん。ギリギリのところでなんの補償やサポートもえられない疾患です。現在、限定の特別貸付
をうけてますが、これは借金です。
このままですと借金地獄、でもリウマチ等で仕事はつけない。かつ一人暮らし。
でも、政府は海外からの入国者はどんどんいれて日本人を殺しにかかっているとしか思えな
い。とにかくどうしたらいいかわからない状況です。
海外からの入国者や渡航者を完全ストップさせてください。
そして、消費税を数年０パーセントにひきさげ、生活に困っている人たちの補償やリウマチ等
疾患を持ってる人間の金銭サポートをお願いします。

1/9/2021 19:59:23 40代

女性

主婦

就職

今現在の経済、国のあり方、国民の生活

新型コロナは今もずっと増え続けています。手洗いうがい、マス
ク、ずっと変わらず不要不急をしてきてます。
働いている人、経営している人、そして生活するのには今現状、本
当に金銭的に困難過ぎます。
外に出るのですら、高齢の人はつらいと思います。
我々ももちろん恐れながら暮らしています。
国民1人1人に言葉では簡単ですが、給付金を即頂きたいです。
行動をしてほしいです。
どうか、よろしくお願いします！

1/9/2021 20:49:02 50代

女性

会社員

就職

コロナ解雇の若者を救ってください。
若者の未来を守ってください。

昨年、息子が外資系企業(インバウンド)をコロナ解雇されました。語
学力を活かし、かつ社会貢献したいとデータサイエンティストを自
費で学びながら再就職にチャレンジしてきました。ところが厳しい
就活は、この緊急事態宣言で絶望的になりつつあります。
コロナ感染拡大の原因(真実)は何なんでしょうか？
なぜ私たちには本当のことが見えないまま、我慢ばかり強いられる
のでしょうか。
若者に未来なく、親世代も苦しく、何のために頑張っていけばいい
のか。。。いつから日本はこんなことになったのでしょうか。
納税して実行される様々な施策は、一体誰のためのものなのでしょ
うか。
若者にチャンスを与えてください。
お願いします！！

4 ページ

就職（27件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/10/2021 0:19:52 20代

女性

学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
就職

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

氷河期世代産出への懸念

コロナに見舞われた日本を憂う若者として以下の3点を主張します。

参考にすべき著作や文献等

①コロナ氷河期世代を生み出さないための対応･呼びかけ強化
②コロナ後数年を見据えた切り替えの早いテレワーク環境の実現
③これらに個別の時間が割けないようであれば、財政出動を前提と
した定期的な給付金と消費減税の実現
【以下詳細】
①
コロナ後の世界になって1年
本来ならウィルス最初に入ってきた2月にも、その時の就活生に対す
るフォローや声明を出していてもおかしくなかったはずです。
先月、経産省がコロナ禍でも新規採用者数を増やす企業一覧をまと
めていましたが、コロナ前から数十社受けてやっと内定を貰うこと
が通常であったことを考えると、行動が制限された今、果たしてそ
れで氷河期世代を産出しないという保証になるとは思えません。
経団連も巻き込み、柔軟に基準を考え直し対応を取ることを検討し
なければもう二度と、日本は経済国として返り咲けないでしょう。
また全てがリセットされた今こそ、前の氷河期世代を救う機会にも
変えていく必要があると思います。
②
二度目の緊急事態宣言が出されましたがテレワークの浸透も不十分
に感じます。
可能な人は確実に素早く切り替えられるような環境を作らなけれ
ば、数年は続くと言われているこの災害を乗り越えられないと考え
ます。
1/10/2021 8:37:47 50代

女性

無職

1/10/2021 9:33:19 50代

男性

1/10/2021 14:18:09 20代

1/10/2021 20:56:28 50代

就職

外国人の入国即時停止

昨年職を失って現在求職中です。自粛要請やテレワークで私の住む
所では日本人の姿が減っています。一方外国人は増えていて夜にな
ると近所の橋の上で釣りを楽しむ5、6人のグループもいます。橋の
下を船が通るから危ないと思い禁止されている旨を話し掛けると
「どこにそんなこと書いてあるの」と逆ギレされました。3枚も貼り
紙がしてあっても日本語だからか読めない？読まない？様です。ビ
ジネスならばその他の時間は何をしても良いのですか？日本人が職
を失う中、外国人だけは大手を振って自由に闊歩するこの状況が本
当に怖いです。

会社員(派遣 就職
社員)

テレワークではなく休業を

私の勤める会社は、正社員にはテレワークや休業で出勤率を60%以
下に抑えています。しかし私達派遣社員は出勤率100%です。テレ
ワークは派遣先企業と派遣元企業の考え方が食い違い実現できてい
ません。それにテレワーク不可な業務もあります。政府にはテレ
ワークではなく一斉に休業を指示して、コロナ感染を抑えて欲しい
です。

男性

大学生

就職

現在大学三年生だが、このまま経済の停滞が進むと、就職活動にも悪影響が出るのではないか
と感じている。日本は一度正規雇用の就職に失敗すると、その後キャリアを積み重ねていくの
が難しい雇用市場・社会だと思われるので、「新卒を三年以内にする」以外にも例えば職業訓
練として営業や企画なども対象科目に入れたり、この時期(2020-4年程度)に就職活動が上手く
いかなった20代を企業が雇用すると補助金が支出されたりするなど、公的に救済される雇用政
策を打ち出して欲しい。
おそらく、「第二の就職氷河期世代」のような事態に発展すると、若年層の貧困による少子
化、社会保障制度の逼迫、財政的かつ経済的損失(個人消費や税収の減少)という問題が出てく
ると思われる。
ぜひ有効な対策を議論、打ち出して欲しい。

男性

無職

就職

コロナ対策

自公政権のコロナ対策は
遅い 疎い 拙い
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就職（27件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
就職

年代

性別

ご職業

1/11/2021 17:16:17 20代

男性

大学院生

1/11/2021 17:47:18 30代

女性

アルバイト 就職

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

大学院生で就職活動をしている者です。緊急事態宣言の発令により、志望先の企業も少なから
ず業績悪化の影響があり、来年度の採用人数減が発表されています。医療を守るために、人の
接触を減らすことについては賛成ですが、度重なる緊急事態宣言の発令によって経済が冷え込
めば、その影響を一番受けるのはこれから経済を支えていく若者ではないでしょうか。従っ
て、ダラダラ長い期間の緊急事態宣言下の状況を続けるのではなく、1か月以内に一気に感染
を抑え込むために、経済界にテレワークのさらなる促進や、感染抑制のための強い提言を行う
ことを期待します。
労働市場の縮小が問題（課題）と感じています。個人的なことですが今は有期雇用のアルバイ
トで、今年の秋に満了となります。満期以降の再契約は慣例でこれまでなされてこなかったの
で転職活動をしないといけなくなる可能性が高いです。
倒産が増えてくると報道でも言われているので働き口を見つけるのにかなり苦労しそうと今か
ら戦々恐々としております。
（武器になればと資格取得に向け勉強はしています）

DVや性的虐待に遭っている女性（男性）子どももおり、春先の緊急
事態宣言時もそうでしたが、ステイホームにより逃げ出すことが余
計難しくなり被害がエスカレートしてしまうので、被害者が支援に
繋がれるようにしてほしいです。
また、女性の非正規雇用が雇い止めに遭うケースが多いと報道で見
ました。
これらの課題解決について私自身が方策を見つけられていないため
言いっぱなしで申し訳ございません。引き続き熟考して、ご提案で
きそうなら次回以降のアンケートで記載させていただければと思い
ます。
貴党はいつも建設的な提案をなさっておられ安心感があります。応
援しています。

1/11/2021 19:34:35 20代

男性

高専生

就職

課題:
科学的根拠に基づかない政策への疑念.
コロナ禍中の学校のオンライン化への完全移行.
解決策:
冬になれば空気乾燥に依るウイルスの散開や粘膜減少に依る自己免疫力の低下がある事が分
かっているので,公共交通機関への加湿設備の設置義務化や冬季のみのロックダウンをするべ
き.その時の気温や絶対湿度に基づくロックダウン宣言が大事だと考える.
授業のオンライン化は先進国としては今後絶対必要だと考えるので,コロナ禍を好機として普及
させるべき.子供へのタブレットの提供,それを活かした授業展開は進研ゼミなどの通信教育で
も行われているのでノウハウは蓄えられているはず.

6 ページ

経済優先ならば,経済効果の少ない学生の接触ネットワークを断つ為
にオンライン化に移行するのは当然であり,また子育てする親はオン
ラインで仕事する事で家族の時間も増やせる.
自分は年度始めのオンライン授業時は家族で過ごせる時間が多く,非
常に良い経験となった.
就職は航空会社に行く筈がコロナのお陰で無くなってしまった.後に
重工系企業に内定を頂けて良かった.しかし今かかってしまっては職
に就けなくなってしまうので,出来れば今年度末,暖かく湿度が高くな
るまでロックダウンをして欲しいと思っています.
今年度の成人式が無くなってしまった事は別に良いですが,その代わ
りにより良い政治を,与野党という考え抜きで築いて頂きたいと思っ
ています.
よろしくお願いします.

就職（27件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/11/2021 23:55:13 40代

男性

無職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
就職

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

正社員と比較すると雇用期間が短い人の多い非正規雇用の失業者のコロナ禍での失業手当の給
付期間の短さ。コロナで失業した人は60日(一部の場合30日)の延長があるのですが、これほど
急速かつ大規模に非正規雇用の需要が失われた状態の割に延長分が少なく、非正規雇用の労働
市場の先の見通しも悪いので不安です。

所得の低い人は経営者や(相対的に)所得の高めの人と違って、お金の
ために動くのが遅かったり、苦手な人が多く(低所得な人はお金を手
に入れる事に対してシビアに動けないので低所得な事が多いと思い
ます)、コロナ禍の様な危機時にも素早く動ける人が少ないと思いま
す。コロナ禍での失業者は非正規雇用を中心とした低所得層が多
く、かつ全人口から見ると失業者の数は相対的に増えている状況で
も少ないので、もしかするとあまりこういう層の声は少ないかもし
れませんが、仮に声が少なくても困っている人はたくさんいるのだ
と頭においておいてほしいです。

(最新)雇用保険受給資格者
の皆様及びこれから手続き
される皆様へ～新型コロナ
ウイルス感染症等の影響に
対応した給付日数の延長に
関する特例について～
https://jsite.mhlw.go.jp/toky
oroudoukyoku/newpage_00
675.html

あと10万円などの再度の一律給付を求める人は低所得でお金に困っ
ている層が多いと思います。(能力が低いので)お金がなくて助けてと
言うのが恥ずかしい人でも、コロナ禍のために全員に一律給付しま
しょうというのは貰う側にスティグマもつかなくて、言いやすいの
でああいう言論が受け入れられやすいのだと思います。
右よりだと例えば安全保障、左よりだとジェンダー問題みたいに見
栄えがよくて(ネットでも)言いやすい政治問題と、お金がないとか
かっこ悪くて言いづらい政治問題があると思います。みんなが言い
づらくて表に出づらい方の問題に目を配って欲しいです。
また低所得の人は結婚や恋愛とかをしたり子供が居る人が少なかっ
たりして、友達づきあいもなかったり少なかったりする一人で生き
ていて、がんばって生きる理由が少ない人が中高所得層と比べると
多いと思います。
そういった理由で苦境に立った時に(政治に働きかける事も含めて)が
んばってまでずっと生きる理由がなくて、生きるのをやめてしまう
人が出やすいと思います。
現状就職も困難だと思うので当面就職できなくても心が折られない
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就職（27件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
障がいをお持ちの方やそのご家
族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:20:55 30代

男性

無職

1/8/2021 15:24:49 40代

女性

パート

障がいをお持ちの方やそのご家
族

障がい者への支援が全くないのは如何なものか。コロナにより作業所にもいけない人達が沢山 １級なら月額3万円、２級なら２万円といった形でお願いします。
います。障がい年金でギリギリの生活を送っている人も少なくありません。介護している家族 余談ですが生活保護受給者の方自殺されてますよ。国民民主党さん
も大変なんです。障がい年金に等級に応じた加算をお願いします。
は生活保護受給者には給付しない方針でしたよね？そんな差別して
いるから自殺したくもなるんです。玉木代表には期待しています。
同じ国民を差別する事なく一律給付金もお願いします。

1/8/2021 16:07:32 20代

男性

無職

障がいをお持ちの方やそのご家
族

自分は障がい者なのですが、コロナで外出や行動することも不安でなかなか家から出る事が出
来ません。障がい者に対する補償もやってほしいです。年金や少ない収入ではやっていけませ
ん、でも10万の一律は有り難かったです。
弱者 とりわけ障がい者にも何か政策を反映してほしいです。
例えば、今年更新される予定の障害年金を受給されている方の更新を昨年みたいにまた伸ばし
ていただけたら有難いです。
宜しくお願い致します。

1/8/2021 16:30:25 30代

女性

専業主婦

障がいをお持ちの方やそのご家
族

障害の子どもと子育て支援や給付についての課題

1/8/2021 16:33:10 10代

男性

高校生

障がいをお持ちの方やそのご家
族

自分の親父が喘息がありますが出たり出なかったりのグレーゾーンです。また自分も似たよう 日本の医療状態はアメリカの1/33の感染者数ですがその割に厳しい
な立ち位置です。こう言う微妙なラインの人はワクチンが優先される可能性はありますか？
と思います。やはりそこは日本の脆いところなのでしょうか？医療
最後になりますがこうやって意見を聞いてくださるところを設けてくださりましてありがとう 系の進路を取った友人がいるので知りたいです。
ございます。

1/8/2021 16:39:10 30代

男性

会社員

障がいをお持ちの方やそのご家
族

緊急事態宣言が出されてから政府が検討している補償対象は飲食業など直接的な影響を受ける
業種に限られているのが問題。また短縮営業によって、遅い時間まで仕事をしている人たちに
とって、食事をとる場所と機会が失われてしまったのも問題。
飲食業と関連のある業種への補償拡大と、酒類などの提供する品目を制限することで、営業時
間に幅をもたせるなど工夫することはできないだろうか。中小零細企業ではPOSなどを導入し
ている店舗は少ないだろうから、レシート明細などの酒類を提供していないことを証明する書
類が出せれば一定の補償もできるようにしたら良いかと思う。

1/8/2021 16:58:05 20代

男性

現在無職(病 障がいをお持ちの方やそのご家
気療養中) 族

医療現場の逼迫は、別の症状で定期通院中の自分としても懸念しております。やりすぎと言う
くらいの対策を講じていても、やはり心配です。前回の発出に比べて、少々甘い気がします。
再度発出をするならば前回同様、若しくは厳しくする必要があるのではないかと思います。"
他県への往来自粛"を盛り込まなかった理由は何なのか、これが気になります。後出しでもい
いので、他県への往来自粛も盛り込むべきだと思います。そうでないと劇的な感染者数減少は
まず無いと思います。このままだと、常に気を付けている人たち、我慢を強いられていながら
も要請に応じている人たちがバカを見るだけです。

1/8/2021 17:34:55 30代

男性

就労支援A 障がいをお持ちの方やそのご家
型事業所利 族
用者

緊急事態宣言の再発令は、「飲食」「観光」に携わる人への大打撃になり反対でした。しかし
再発令されたものは仕方ないです。しかし、緊急事態宣言再発令を煽りに煽りまくったテレビ
局のタレントは誰１人出演を自粛しない。それはおかしい。せめて「アナウンサー」のみ出演
させ、「準公人」である芸能人も政治家と同様、テレビ出演を「完全自粛」するべきです。
消費税減税してください。(5%・軽減税率は3%)。
ガソリン税減税。所得税・固定資産税・都道府県住民税減税。
ベーシック・インカム「１人10万円」の導入。
コロナ治療の最前線に立った「医師」「看護師」への『約200万円』の感謝金と『直接税免
除』を。
飲食店への売上「完全補償」
そしてコロナ陽性者接触アプリ「cocoa」の義務化は『監視社会』『私権制限』『権威主義』
的な考え方には賛成できません。
「東京オリンピック」の中止。
仮想敵国である「中国」「ロシア」「韓国」「北朝鮮」からの『出入国の厳格化。』

1/8/2021 17:42:44 50代

男性

1/8/2021 18:23:34 50代

男性

失業中

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

障がい者の収入と医療機関の通院。

障がい者の収入が減収しているため、国は改めて、給付金の支給
や、医療機関の通院にできるように仕組みが必要です。

参考にすべき著作や文献等

助けて下さい

玉木代表らが「国民の声」を聞いて頂きありがとうございました。
感謝してます。
あとですね、私は「過度で極端な自粛」には反対です。どうしても
特措法で『罰則』を導入するべきではありません。導入するなら
「東京オリンピック」の『中止』を求めます。

障がいをお持ちの方やそのご家
族

精神障害者に対する障害年金生活者支援金

精神障害者で障害年金暮らしです
コロナ禍で障害枠でも仕事はなく、ただ暮らすだけの日々
仕事はできるけど100で出来ないだけでなかなかありません
資金もですが雇用枠を支援していただきたい

障がいをお持ちの方やそのご家
族

今月で失業給付が無くなる事

何故障害者はコロナ失業給付延長は受けれないのか、今失業給付の
中身は就職困難者なので平時の時でも中々就職できないのに、コロ
ナ禍では一般の人は延長受けれるのに何故？多くの障害者は悲鳴を
あげてます。

1 ページ

税金下げろ、規制をなくせ
(渡瀬裕哉)『光文社新書』
コロナ論 コロナ論2 (小林
よしのり)
『扶桑社』

障がいをお持ちの方やそのご家族（25件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:31:26 40代

女性

主婦

1/8/2021 22:33:32 50代

男性

自営

1/8/2021 23:18:17 40代

男性

1/8/2021 23:55:16 50代

男性

1/9/2021 0:41:44 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
障がいをお持ちの方やそのご家
族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

障害(知的障害伴う自閉症)児のコロナ感染しても、ひとりで入院や隔離できない。
そして罹患しないために一斉学校休校してほしい

親子で入院や隔離できる場の提供

国力の弱体化

国民のにわかる説明

障害者支援 障がいをお持ちの方やそのご家
施設管理職 族

施設ご利用者のPCR検査について

障害年金受 障がいをお持ちの方やそのご家
給者
族

コロナに関し

国民民主党党員の福岡県の山口隆広と申します。私は、障害者支
援施設で支援係長という役職をしています。
私の住む北九州市では、先日私どもの施設と同じような障害者支
援施設内で新型コロナウイルスのクラスターが2件発生しました。私
たちにとってもそれはとても恐怖で、どんどんと近寄っているのが
分かります。
北九州市では、障害者施設の職員やそのご利用者に対して3回のス
クリーニング検査が実施されます。それはとても喜ばしいことで
す。
ただ、私たちにとっては例えばご利用者が熱発（37.5度以上）し
た際はいったん主治医等に相談をするのですが、PCR検査の有無は
その診断した医師の裁量にゆだねられており、すべて熱発した際に
PCR検査の対象となるわけではありません。
私たちの施設では、重度・最重度のご利用者がほとんどで、その
方々は自分で症状を訴えることはできません。そして、「部屋から
出ないでください」「じっと寝ていてください」といってもそれが
難しい方がほとんどで、通常のルーチン通りの行動をしたり、棟内
を動いたりされる場合がほとんどで隔離も難しく、入所施設のため
いったん罹患者が出るとどんどんと感染は広がっていきます。上記
の同様の施設のクラスターはそれが現実となったものです。私たち
の施設でも、コロナではありませんがインフルエンザが昨年大流行
し、9割以上の方が結果として罹患しました。
先日の代表会見でも、羽田雄一郎元国交大臣のご逝去の際に触れ
られていた「必要な時に検査が受けられる体制を！」と代表がおっ
しゃっていましたが、特に我々のようなご自分で訴えることの難し
い施設ご利用者が熱発した際はぜひPCR検査に結び付けてほしいと
いう思いがあります。これが実現すれば、もし罹患者がいたとして
も、1人なら1人で食い止めることができクラスターにつながる危険
皆様企業の方への支援ばかりいわれますが、また、１人だけに給付

障がいをお持ちの方やそのご家
族

障がいをお持ちの方やそのご家
族

参考にすべき著作や文献等

山本太郎議員

金配ったりしてますがわたし、脳梗塞後遺症闘病10年すぎました。
左半身麻痺左目麻痺にパニック障害があります。それで、コロナ防
衛費を僅かな年金でして、明日の不安をかかけてます。そんな片手
おち政策に不安に押しつぶされる毎日です。不安なくご飯代だけで
も助けてほしい。本当に思います。
コロナの影響で環境が大きく変化して外に出られなくなった。福祉サービスを受けているが工 国民全員に10万円給付をもう一度！
賃が少なくなりました。工賃の補償があればいいのですが。コロナの影響で作業製品も売れな
いし利用控えも増えています。大きく名がそこそこ売れてる事業所（作業所）は経営体力があ
ると思うが小さい事業所（作業所）は自助努力だけではどうにもならないし持続化給付金の対
象でもない。国が福祉サービスの事業所（作業所）の工賃の下支えならびに工賃の補償をして
ほしい。じゃないと潰れてからだと利用者もスタッフも路頭に迷う

2 ページ

障がいをお持ちの方やそのご家族（25件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/9/2021 0:59:21 30代

男性

1/9/2021 6:00:32 50代

男性

1/9/2021 16:33:03 30代

1/9/2021 21:03:11 40代

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
非常勤公務 障がいをお持ちの方やそのご家
員
族
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

地方創生とデジタル地域通貨について

コロナ対策の本筋からはそれてしまうかも知れませんが地方創生や
地方銀行の収益の柱としてデジタル地域通貨のようなものはできな
いのでしょうか？素人考えで恐縮なのですが地域の経済のフローを
地域通貨でまかなって地方銀行などの金融機関が地域通貨と円を交
換することでストックで収益を上げることは出来ないのでしょう
か？地域通貨は価値が逓減することで貨幣の利用を促すものですが
円から地域通貨に両替する際に地域通貨に例えは5%ポイントをつけ
て100円に対して105円分の地域通貨を発行して利用のインセンティ
ブをつけて利用してもらい逆に地域通貨を円に変える場合は100円分
の地域通貨に対して95円で地方銀行などが円に交換することで銀行
が収益を上げる事ができないでしょうか？地域通貨は価値の逓減を
管理するコストが多いみたいですがデジタル化すれば例えば1ヶ月に
1%ずつ所持している金額を逓減させるような事は可能ではないで
しょうか？銀行の収益の低下がよく言われています。自分には正解
はわかりませんがコロナで様々な所で経済が傷んでいるので少しで
も経済が回る仕組みがないか考えてみました。勉強不足な所もある
かとは思いますがこの度意見を述べさせていただきました。

参考にすべき著作や文献等

障害年金受 障がいをお持ちの方やそのご家
給者
族

●給付金がないと命つなげない。障害年金受給者で年金があるから逆に国の制度が受けれな
い。

宜しくお願いします。障害年金受給者なんです、闘病10年あまり、
脳梗塞後遺症で左半身麻痺左目視力低下、パニック障害により働け
ず障害年金生活です。コロナ防衛費など、算出して食費が出ない位
ひんぱくしてます。かといって年金なんて少なく、それでも受給し
てるから働けないから、国の借りいれや国の支援が受けれないのは
どうしたら良いのですか？泣きたい位辛いです。借りいれなんかよ
り給付金が欲しいですないと、命つなげません。

男性

サービス業 障がいをお持ちの方やそのご家
族

指定感染症について

指定感染症延長決定とありましたが国民の見えないSNSのようなと
ころできっぱりと決めるのは酷くないですか。ろくに議論も説明も
なく決めてもう１年国民に我慢を強いるのは断固反対します。2019
年以前の生活を返してください

男性

障がいをお持ちの方やそのご家
族

指定感染症延長について

役に立つかはわかりませんが意見があります。GOTOイートで思うのですが、飲食店は客が来
れる環境を一生懸命つくっていると思います。そこは、飲食店の努力を信じればいいと思いま
す。問題は3人以上の客だと僕は思います。3人以上の人になるとついつい大きな声を出したり
してしまいます。相手への気遣いも少し欠けてしまっているのかもしれません。だから、2人
で会食(食事)をすることで、声の大きさやうつらないように相手への気遣いが出てくると思い
ます。1人で会食するのはあまりにも淋しいので、国民の皆さんに2人での会食をすすめるのは
どうでしょうか？GOTOイートの対象に2人での予約や食事にお得なようにして、とりあえず
のところは緊急事態宣言の中なので難しいかもしれませんが、コロナが収まるまでの間は2人
での食事をしてもらうのが、淋しさを感じにくくすることと、夫婦やカップルでの食事も増え
ることで絆を深めてもらって、男同士でも女同士でも気が置けない人同士でつながることで孤
独を感じにくくする効果もあるのではないでしょうか？コロナを恐れず、コロナを甘く見ない
方法を見出して感染を抑える対策と経済を止めないアイデアを日本国民や世界の人がみんなで
意見を出し合うことをやっていかなくてはならないと思います。あまり役には立たない意見で
はあるかもしれませんが、これからも、国民民主党を応援していきたいと思います。

3 ページ

障がいをお持ちの方やそのご家族（25件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/10/2021 1:30:38 30代

男性

事務員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
障がいをお持ちの方やそのご家
族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

障害者手帳をもっており、就労継続支援A型事業所を利用して事務員として働いています。

国民民主党は、特にコロナ対策においてもっとも国民の目線に立っ
た提案を打ち出しており、また特措法に対する玉木さんの発言等を
見ても、法による支配を大切にしていることが伝わります。とても
期待しております。
現在の日本のコロナ対策は、「要請」や「お願い」ベースのいわば
「空気」によって進められており、これは非常に危ういものだと感
じます。日本は近代国家である以上、あらゆる政策は法治主義のも
とで進められるべきです。
また、目下の課題として最優先のものは医療と経済です。国会やマ
スコミで大きく取り上げられた検察庁法の問題や桜の会疑惑の再
燃、学術会議問題などは（確かに法治主義という点で非常に重大な
問題ではあるのですが）、目下の国民生活に密着しているとは言い
難い点があります。正直なところ、「なぜ与党も野党も、国会議員
が国民の方を見てくれないんだ」と悲しくなりました。
国民民主党には、昨年の春以降これまで通り、どうか国民目線で議
論を続けていただきたいと思っています。

4月の緊急事態宣言の頃からテレワークの推進が叫ばれていますが、就労継続支援について
は、利用者に対して支援員による直接の支援や指導が必要とのことで、テレワーク化が進んで
いません。また指導員にテレワーク化について尋ねたところ、「厚労省から特に指針が示され
ていないため、テレワークを進めたい気持ちはあるのだが現時点では対応できない」とのこと
でした。
仕事の内容としてはネット環境とパソコンがあればできる仕事ですので、技術的にはテレワー
クは十分に可能だと思います。
例えばZOOM等で一定時間ごとに指導員とやり取りするなどの方法で、事務職のような就労継
続支援はテレワーク化が可能なのではないでしょうか。

参考にすべき著作や文献等

もともと現在の与党はあまり信頼していませんでしたが、コロナ禍
への対応で不信感は決定的になりました。今後、国民民主党が議会
での存在感を増せば、日本の政治のあり方は大きく変わるのではな
いかと思っています。コロナ禍を乗り越え、子供たちが安心して暮
らせる日本を作るため、頑張っていただきたいです。応援しており
ます。

1/10/2021 12:36:57 50代

男性

障害年金生 障がいをお持ちの方やそのご家
活
族

一律給付金が無理なら、せめてこういった低所得者を救って下さい

すみませんm(__)m。脳梗塞後遺症闘病10年、左半身麻痺左目視力な
し障害年金生活ではあります。低所得者です。借りいれも出来ず、
障害年金で生活保護は申請無理です。障害年金の中から通院費、介
護費、コロナ防衛などしましたら、食費を当然ならがなくなりま
す。一律給付金が無理なら、こんな低所得者を救って下さい。泣き
たいくらいです。嘘ではありません。宜しくお願い申し上げます
m(__)m

1/10/2021 12:58:16 40代

女性

パート
産業

国民への保証

菅総理は国民をなんだとお考えなのか、飲食店への保証のみで国民
は自粛出来る訳がないですよね。
障害児への保証の話なんてコロナ感染が始まってから１度たりとも
議題にも上がらない。障害児はまだ国から補助がありますが、グ
レーゾーンの療育手帳のみの家庭には何も補助は入ってこない。合
わせて給付金をお願いしたい。私の家族は他にも老人もいます。
無症状で学校へ子供達は行き感染したまま家に帰り老人に感染なん
て事もあり得ると思っています。
学校も恐怖です。重篤しないから休校はしないとおっしゃいます
が、その家族には老人もいる事を知ってください。
老人や障害児を抱えてかなり生活がひっ迫してます。このままでは
破綻します。そんな家庭が日本にはいっぱいあると思います。
コロナさえ落ち着けば、経済は上がってくると思います。
どうか全国民に２回目の給付金をお願いします。
そして新規ビジネスでも何でも入国を止めてください。
変異種が1人出たらストップしても感染は広がってます。

生 障がいをお持ちの方やそのご家
族

4 ページ

障がいをお持ちの方やそのご家族（25件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/10/2021 20:49:35 50代

男性

自由業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
障がいをお持ちの方やそのご家
族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

感染症法及び同施行令について
昨年10月に、この政令の改正を行ったとき、重症化を防ぐことに重点が置かれました。だか
ら、重症化リスクの高い人を優先した対策を打つことにしていました。
その政令等で、入院基準を変更して、原則陽性者全員の入院ではなくなりました。
しかし、入院基準については、都道府県知事が定めてもよいとされたため、入院基準も地域差
が生じてきました。だが、法定受託事務で都道府県知事の権限だから、やむを得ないです。だ
が、一部の都道府県によっては、宿泊療養や自宅療養で対応するレベルも、入院させるとした
ため、病床の適切な運営と言えない状況になりました。
一方、５類にすると、医療費自己負担が払えないと入院が必要な人が入院拒否します。また、
検疫法との調整が厳しいです。今回の変異種関係の一時入国停止措置も取れません。
今は、法令上は、２類相当であり、正式の２類ではありませんから、例えば、疫学調査を
フェーズ３以上では、高齢者施設等を除き、とりやめるとか決めて、政省令改正や通知で可能
ではないでしょうか。これでかなり保健所等の負担が軽減されます。
(そもそも、フェーズ３以上だと、かなり市中感染は拡大しており、疫学調査は、労力の割に
効果が低いのではないでしょうか。)
また、入院基準も地域差があまり生じないようにしてもらいたいものです。
一方、アビガンの承認を急いでもらいたいです。承認されれば、外来診療で自宅療養もかなり
対応できるのではないでしょうか。
更に、入院や療養の拒否に、罰則を課すことは、治療が必要な方が、医療にコンタクトしない
可能性が増えます。
感染拡大防止も必要ですが、治療につなぐ努力がより必要だと思います。

1/10/2021 20:49:58 50代

男性

自由業

障がいをお持ちの方やそのご家
族

感染症法及び同施行令について
昨年10月に、この政令の改正を行ったとき、重症化を防ぐことに重点が置かれました。だか
ら、重症化リスクの高い人を優先した対策を打つことにしていました。
その政令等で、入院基準を変更して、原則陽性者全員の入院ではなくなりました。
しかし、入院基準については、都道府県知事が定めてもよいとされたため、入院基準も地域差
が生じてきました。だが、法定受託事務で都道府県知事の権限だから、やむを得ないです。だ
が、一部の都道府県によっては、宿泊療養や自宅療養で対応するレベルも、入院させるとした
ため、病床の適切な運営と言えない状況になりました。
一方、５類にすると、医療費自己負担が払えないと入院が必要な人が入院拒否します。また、
検疫法との調整が厳しいです。今回の変異種関係の一時入国停止措置も取れません。
今は、法令上は、２類相当であり、正式の２類ではありませんから、例えば、疫学調査を
フェーズ３以上では、高齢者施設等を除き、とりやめるとか決めて、政省令改正や通知で可能
ではないでしょうか。これでかなり保健所等の負担が軽減されます。
(そもそも、フェーズ３以上だと、かなり市中感染は拡大しており、疫学調査は、労力の割に
効果が低いのではないでしょうか。)
また、入院基準も地域差があまり生じないようにしてもらいたいものです。
一方、アビガンの承認を急いでもらいたいです。承認されれば、外来診療で自宅療養もかなり
対応できるのではないでしょうか。
更に、入院や療養の拒否に、罰則を課すことは、治療が必要な方が、医療にコンタクトしない
可能性が増えます。
感染拡大防止も必要ですが、治療につなぐ努力がより必要だと思います。

5 ページ

障がいをお持ちの方やそのご家族（25件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/10/2021 20:50:22 50代

男性

自由業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
障がいをお持ちの方やそのご家
族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

感染症法及び同施行令について
昨年10月に、この政令の改正を行ったとき、重症化を防ぐことに重点が置かれました。だか
ら、重症化リスクの高い人を優先した対策を打つことにしていました。
その政令等で、入院基準を変更して、原則陽性者全員の入院ではなくなりました。
しかし、入院基準については、都道府県知事が定めてもよいとされたため、入院基準も地域差
が生じてきました。だが、法定受託事務で都道府県知事の権限だから、やむを得ないです。だ
が、一部の都道府県によっては、宿泊療養や自宅療養で対応するレベルも、入院させるとした
ため、病床の適切な運営と言えない状況になりました。
一方、５類にすると、医療費自己負担が払えないと入院が必要な人が入院拒否します。また、
検疫法との調整が厳しいです。今回の変異種関係の一時入国停止措置も取れません。
今は、法令上は、２類相当であり、正式の２類ではありませんから、例えば、疫学調査を
フェーズ３以上では、高齢者施設等を除き、とりやめるとか決めて、政省令改正や通知で可能
ではないでしょうか。これでかなり保健所等の負担が軽減されます。
(そもそも、フェーズ３以上だと、かなり市中感染は拡大しており、疫学調査は、労力の割に
効果が低いのではないでしょうか。)
また、入院基準も地域差があまり生じないようにしてもらいたいものです。
一方、アビガンの承認を急いでもらいたいです。承認されれば、外来診療で自宅療養もかなり
対応できるのではないでしょうか。
更に、入院や療養の拒否に、罰則を課すことは、治療が必要な方が、医療にコンタクトしない
可能性が増えます。
感染拡大防止も必要ですが、治療につなぐ努力がより必要だと思います。

6 ページ

障がいをお持ちの方やそのご家族（25件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 11:00:06 60代

男性

投資家

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
旅客業

1/8/2021 12:27:28 30代

男性

会社員

旅客業

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

GOTOトラベルの改善案です。
GOTOトラベルは、平日のみの適用にして、週末・祝日・お盆・年末年始・ゴールデンウイー
クなどの繁忙期は除外すればいいんです。そうすれば人出がばらけます。
そして宿泊費の実質50パーセント還元を、30パーセントの還元に引き下げて、残りの20パー
セントを医療従事者へのボーネスにあてるのがいいでしょう。
ICUの早急な整備と経済及び物流の停滞について

今回の緊急事態宣言は東京都知事 小池百合子氏に押し切られた形
で発令されたと思いますが、それにしてもその発令自体が拙速だと
思ったので書かせて頂きました。
そもそも、第二次補正予算の医療に関する予算が執行されてなく
ICU(集中治療費)整備がままならぬ中の緊急事態宣言発令は医療物資
の確保に支障が出ると思います。
なので、ICU(集中治療室)の整備を
早急に行うべきだと思います。
あと、この緊急事態宣言発令により
経済の停滞が予想されるので
経済支援策の策定をお願いします。

1/8/2021 12:35:17 30代

男性

会社員

1/8/2021 12:38:36 40代

男性

医療従事者 旅客業

外国人による変異ウイルスの持ち込みや、人の往来による感染拡大を抑える必要がある。

外国人の入国や人の往来を制限するためにも、成田・羽田空港発着
の航空便や首都圏に乗り入れる新幹線の運休(または首都圏以外の駅
での折り返し)、終電の繰り上げなどが必要と考えます。

1/8/2021 13:58:29 70代

男性

無職（年金 旅客業
生活）

GoTo事業は無用です。所謂「飲み屋」は「水もの」と言われ、出来ては消えていく業種です
から無視して良いと思います。コロナが収まれば潰れた店もまた出てきます。旅館業には「無
利子・返済条件後日設定」の長期融資を行うべき。コロナが落ち着いて（または薬が出来て）
落ち着いてから返済条件を取り組めば良い！GoToは「遊び」に公金を使うもので前向きでは
ない。遊びは自前でやれば良い。宿泊業には前述の融資制度を創設し、コロナ前の年商を基準
に融資限度を設定し、１００％政府系銀行での取り扱いが良い（民間銀行は金融庁・日銀の検
査で融資分類があってなじまない）。融資限度の設定では、外国人旅行者を当て込んだ年商は
30％位、日本人観光客分は100％等とし、インバウンドをあてにする観光事業は見直すべきで
す。年間500万人ぐらいで良いと思います。

引きこもり対策も講じて欲しい。解雇された人と「引きこもり」の
人をマッチングさせる業種（例えば農業法人）に解雇された人や引
きこもりの人を導き入れて業種の後継者問題、耕作地の有効活用、
人材育成、地方創生を同時に図っては如何でしょうか。１００万人
いると言われる「引きこもり」を活性化させることは外国人労働者
を減らし国内の治安の改善にも寄与すると思います。国民民主党さ
んにはバンバン提案して頂きたい。

1/8/2021 14:10:36 50代

女性

薬剤師

政府の支援策が全く無駄なこと

緊急事態宣言が出され飲食業がとりただされていますが、飲食業以
外の職種への支援策は政府から全く聞こえません。航空業界や鉄道
などのインフラはどうするつもりなのでしょうか。
自助努力でどうにかなる問題ではないと思います。
GO to事業に政府は投資するのではなく、このような業態に直接支援
すべきではないかと思います。

旅客業

旅客業

旅行代理店勤めです。GoToトラベル事業のある意味当事者として経験したこと、感じたこと
などを記述します。
まず、GoTo事業は会社の業績に寄与した一方で、度重なる対象の変更に従業員は大きく振り
回されました。GoTo事業はどのような場合に中止になり、どうなれば再開できるのかその基
準は全く不明瞭で政権や首長の意向で決定されるように感じます。

東京都連所属ですが、HPも無いのでどのような活動を行っているの
か全く見えてこず、正直かなり不満を感じています。旧国民民主党
からの党員資格を引き継ぐ形で党員になりましたがその引き継ぎが
無事に完了したかが全く不明で、先日の党首選の投票用紙が送られ
てきたことで自分が登録されていることがやっとわかりました。
このようなパブリックコメントの募集はそれこそ各都道府県連ごと
まずは国がしっかりとした基準をつくり、それに基づいた理性的な運営をするようにしていた で定期的に行うべきだと考えます。
だきたいです。
もちろん、この前提として国と自治体での定義の統一(重傷者の定義など)や、自治体独自の規
制の乱発の抑制も併せて行うべきと考えます。

また病院への支援策は若干聞かれますが調剤薬局への対応は全く聞
かれないのは何故ですか。
医療関係者は病院勤務者だけではないのです。
市中感染が広がるにつれて調剤薬局勤務者もリスクは大きく背負っ
ています。

1 ページ

旅客業（21件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 14:13:46 20代

男性

エッセン
シャルワー
カー(鉄道
駅係員)

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
旅客業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

雇用を守り、
給付金と消費税減税を検討して欲しい。

微力から応援しています。
政策提案が出来る素晴らしい党だと、
思います。
頑張って下さい。

私は、不特定多数のお客様と
接する場面が多く、
自分自身も気を付けていますが、
月日が経つにつれて、
感染してもおかしくない状況が、
高くなってきています。

参考にすべき著作や文献等

年末・年度末に増えるのが、
人身事故です。
様々な原因があると思いますが、
自殺を理由にホームから列車に飛び込む方、線路内に立ち入り向かってくる列車に轢かれる方
が、今後増えると思います。
私も実際に現場に行き、
対応したことがありますが、
良いものではありません。
働き場を失い、
生活に困窮している人達のためにも、
給付金を行い、消費税減税を検討することが大切だと思います。
消費税については、
社会保障が名目だと思いますが、
今の状況を考えると、
経済を抑制させるのが目的に、
持続可給付金の再給付は絶対に必要です。

1/8/2021 16:34:00 40代

男性

会社経営

1/8/2021 16:34:10 20代

男性

サービス業 旅客業

GOTOトラベル停止・緊急事態宣言により打撃を受けた観光業・旅行業・交通インフラの立て 私はメディア・一部野党の煽りにより確固たるエビデンスもないの
直し
にGOTOトラベルが停止してしまったことに強く憤りを感じます。緊
急事態宣言が解除されれば、即刻GOTOトラベルの再開をして欲し
い。暴論にはなりますが一人旅限定にしてもいいと思っている。
どうか国会で訴えてください。
次の選挙では国民民主党に入れようと思ってます。

1/8/2021 16:34:26 40代

男性

観光バス業 旅客業
界

収入がありません。納税なしか、もう一度、国民に給付金を。
このままでは家族も、家も生活も失いかねません。
飲食店だけじゃないんです。
法人だけじゃなく、個人にも、給付金をお願いします

1/8/2021 16:35:12 30代

女性

家族社員

旅客業

家族とスタッフ数名で代々観光業をしています。4月半ばから9月半ばまで休業、10月から再 国民民主党のみなさんもどうかお身体にお気をつけくださいませ。
開して例年の売上の50%ほど回復していましたが年末年始から15%ほどになりました。スタッ この度はパブリックコメントを集めてくださり、本当にありがとう
フには雇用調整助成金を利用していますが、家族社員は対象でないため家族3世代5人全員の給 ございます。
料を半額にして対応しています。2020年に向けて準備してきたことも多々あり、ここ数年で
売上が2〜3倍になり、結果が出るまでは家族社員が会社に1人あたり100〜200万貸し付けてき
たので、2020年にはそれらが返済されるはずでした。その家族社員への返済を諦めたとして
も、最低50%は見込めないとアフターコロナ後に県や国への返済計画が非常に厳しい状況にな
りそうです。夏はマスクをつけるのが難しい環境のため、再度休業しなければスタッフやお客
様の安全を確保できないかもしれません。高齢のスタッフもいるため安全第一にしたく、何か
家族社員対象の支援があるとありがたいです。

1/8/2021 17:01:06 30代

男性

駐車場ス
タッフ

旅客業

・新型コロナウイルス感染者増加を抑制するためにも入国されるのは構わないが例外無く２週
間の隔離を行うこと。
・景気喚起策としてもGoToトラベル政策については現在実施されている緊急事態宣言解除後
に速やかに再開して欲しい。
・減収に苦しむ公共交通機関(鉄道会社バス会社タクシー会社)などに設備投資にも使える補助
金制度を作って欲しい。

旅客業

酒類提供を伴う飲食業に密接な関係があるタクシー業と運転代行業
には、相応な支援があってしかるべき。

2 ページ

https://www.facebook.com/
misashi.munakata/posts/27
16622748588390

都市インフラに従事する者また公共交通機関を使う者としては今後
に危機感を持っております。
国民民主党の皆様にはぜひともお力添えをいただきたくご意見を送
らせていただきました。
よろしくお願いします。

旅客業（21件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
旅客運輸業 旅客業
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

消費税減税

国民民主党の経済対策提言、特に減税・給付を法案化し、公表して
貰いたいです。
出来るなら国会に提出し、覚悟を示して貰いたいです。
それにより世論を喚起し、政府与党に迫るべきです。

渡瀬裕哉著光文社新書「税
金下げろ、規制をなくせ」

今回の緊急事態宣言は1都3県ですが地方は何の補償も無しですか？

自分は香川県在住の土産物販売の営業をしています、政府が打ち出
したGotoトラベルで11月までは観光業はだいぶ回復したと思いま
す。しかし突然の中止により観光地はまた客の足がなくなり、土産
商品は全く売れず大量の在庫を持つ事になってしまいました。
四国の感染者はまだ少ない方だと思われますが、経済の損失は何処
も変わらないと思います。

政権交代を切に願う

旅客業

緊急事態宣言について(旅行のキャンセル)。

首都圏方面への緊急事態宣言が出ましたが人の動きの抑止をしたい
のなら全てのキャンセル料を国で負担してもらいたい。
特に旅客各社への補償も早急に実行して欲しい。

旅客業

そもそも緊急事態宣言は要らない

飲食店だけ目の敵にしてます。11月以降のビジネストラックを止め
るべきです。GOTOトラベルを止めるなんて馬鹿げています。延べ
7000万人利用して350人しか感染していないのに

1/8/2021 18:32:42 40代

無回答

1/8/2021 18:52:17 20代

男性

建設業(鉄道 旅客業
関連企業)

鉄道の終電繰り上げをしましたが、鉄道は医療従事者も通勤するのに利用するものではないで
しょうか？
また、テレワークだって、出来ない職種もあるのに、このまま利用客を無視した要請にも見え
ますし、このまま鉄道利用者も減れば鉄道会社もコストダウンするのは当然で、建設系も維持
が難しくなるかと思います
要請を出す業種には、各会社と相談し、協力金等出すのは筋では無いのでしょうか？

1/8/2021 19:01:15 40代

男性

営業

旅客業

1/8/2021 20:29:14 40代

男性

会社員

1/8/2021 21:52:36 50代

男性

会社員

1/9/2021 9:58:30 50代

男性

経営者（宿 旅客業
泊業）

観光業は振り回されています
売上等影響ある全業種事業者への直接支援
飲食だけとか飲食と取引ある事業者とか、支援の基準を想定の影響範囲で絞るのではなく、売
上等の経営数字を基準に全業種直接支援をすべき。
財源は不公平なGOTO延長(※)を当て、宿泊や飲食も公平にこの直接支援に含む。
もちろん、限られた財源のなかで一定の上限やルールは必要で売上規模で足りない等の不満は
予想されるが全くもらえない人たちの痛みに比べれば、という全業種で痛みを分かち合うこと
が大事。
このままでは、納得、共感より妬み、怒りといった感情が増幅されるだけ。
※当法人は都内で低価格帯の宿を営んでるが、GOTOの恩恵は全く受けない。それどころか本
来来ていたお客様が上位のホテルに流れむしろ悪影響。売上半減どころか9割減がずっと続い
ている。飲食業よりひどい。

3 ページ

飲食店は東京都の場合、昨年4月から、もう何回協力金をもらってい
るのか？今回の協力金も1店舗180万円だとすると1事業者がやっとも
らえた持続化給付金の額とほぼ同等。足りないと嘆く事業者もいる
がもらえるだけまし。そう考えている他の業種の事業者は多いは
ず。
当法人は宿泊業(東京都)でGOTOで恩恵あったと思われるが、低価格
帯の宿ゆえ、GOTOの恩恵は全く受けない。それどころか本来来てい
たお客様が上位のホテルに流れむしろ悪影響。売上半減どころか9割
減がずっと続いている。
開業半年でコロナにあったので持続給付金も通常申請ができる11月
までまってようやく満額の半分だけ受給。
前回の緊急事態宣言の時も東京都は飲食含め多くの業種に協力金を
だしたが宿泊は対象外。
GOTOは地方を救うと政府は歌っているが都内のうちのような宿泊業
は切り捨てか。GOTOの恩恵を受けない宿泊業ほど悲惨なものはな
い。確かに、あくまで自分本位でなく、利用者や経済、地方の状況
を考えればカンフル剤としてのGOTO施策はよい政策で短期間ならう
ちも理解し我慢はしている。ただGOTO特にトラベルの延長は本来の
宿泊業が生業とする提供するサービスや施設以上の内容を半分税金
で補完するため、市場をゆがめ、長い目で見ると業界のためにもな
らない。
現時点においては、GOTO延長で予定している財源を影響のある全事
業者支援に振り分け、コロナが本当に収まった時、財源が許すので
あれば、今のGOTOのスキームを再構築（割引率は下げる、利用回数
の制限等）し、本来のカンフル剤として利用されることが望まれ
る。
いずれ、我々の大事な税金。公平にそして大事に使ってほしい。限
られた財源、こういった非常時に痛み全てを要求する事業者は無視

旅客業（21件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/9/2021 14:50:10 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
旅客業

1/10/2021 21:09:00 40代

男性

自営業

旅客業

1/11/2021 17:49:51 40代

男性

運転代行業 旅客業
経営

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

首都圏と地方との往来

はじめまして。北海道在住の航空関係に従事している会社員です。
新千歳空港に羽田、関空から緊急事態宣言前に北海道へ
スノーボードやスキーを担いだ乗客が少し増えた様に
思います。観光バスに蜜の状態で高速道路を
走っている光景を目にする事が多くなった様に思います。
空港関係者内で「北海道に早めに避難してよかった」と
会話をしている空港利用者の会話を聞いたとの事です。
私たちの職業に痛みは伴いますが、人の往来にも
一定の規定と罰則を設けた
改正案でなければ都市圏との往来される無症状感染者の
流入もあるのではと思うと毎日、気が気でありません。
都市圏の感染防止策が失敗すれば、
感染拡大は地方にも波及し続けると思います。
経済活動は大事な事は重々承知をしております。
国民民主党の政策に賛同しております。
皆様のご活動が実を結ばれる事を切に願っております。
お体にご自愛くださり、感染には十分気をつけて頑張って下さい。
北海道より応援しております。

①さっさと2類感染症から5類感染症にしてください 。②PCR検査のCt値を35以下にしてく
ださい 。

東大あほー学部を筆頭に、高学歴バカが（この数十年で）見事に国
を破壊してくれましたね。

持続可給付金の再給付をぜひ強く主張していただきたいです。
愛知や岐阜でも緊急事態宣言の要請をするとの事。
また各自治体独自の緊急事態も出されています。
飲食店のみならず幅広い業種に影響は出ていますし、これからも出るでしょう。
飲食飲酒を外で控えても、飲酒行為そのものは制限されていません。
飲酒運転検挙率はコロナ禍の中、警察庁速報値でも減っていません。
地方では運転代行はライフラインと言っても過言ではありません。
社会安定の為に必要で交通安全に資するとされているからこそ、
昨年春の緊急事態宣言時には、運転代行業には【事業継続要請】が出されました。利用者がい
なくても休まないでねと。
運転代行業だけに支援はコンセンサスが得られないでしょうから、持続可給付金の再給付をぜ
ひ!!!
もう国内の運転代行業は壊滅します。

各都道府県において、全ての運転代行事業者を救うのは、財源的に https://www.facebook.com/
も厳しいでしょうから、知事名で事業者を指定し、通常営業を条件 misashi.munakata
とした百万単位での支援金給付事業とかどうでしょうか？ または
上限5000万程度の無条件貸付(税滞納不問)とか。無保証_有利子で。
返済１年後～で。

4 ページ

参考にすべき著作や文献等

https://www.youtube.com/w
atch?v=SE_NAcV-Vio

旅客業（21件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナに罹患された方やそのご
家族
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性別

ご職業

1/8/2021 12:34:44 40代

男性

会社員

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

私は愛知県に住んでいます。
11月26日にコロナに罹患し、一時ICUに入るなど重症化しました。その過程において、かなり
問題が多いと感じました。
ただし、医療機関に勤める方々に大変親切に対応してもらい、メンタルも含めて沢山の支援を
もらい、無事退院することができました。
1.保健所業務について
（1）未だに発熱症状が出ても、濃厚接触者などの条件がないとPCR検査してもらえない。基
礎疾患がありリスクがある事を伝えても受けさせてもらえませんでした。➡自力で発熱外来
を探して受診、陽性と判明。
（2）陽性判明後、再度基礎疾患を持っているから入院を希望するも、病床が空いていない為
入院出来ないといわれ、ホテル療養も3日後になると言われ、その後２日間は体調確認の電話
もなし。
（3）ホテル療養は発症から7日目、それまで肺炎の有無など医師の診察はなし。ホテル療養時
に酸素飽和度を測定した時点で既に肺炎が重症の状況。ホテル滞在2時間ほどで救急搬送され
た。
検査が全くされていない、体調変化を捉えていないが為の問題と思います。
最初に保健所職員の電話による問診だけで軽症者扱いされていた。
きちんと初期に医師の検査を必ずして、入院して入院が必要なのか、ホテルで良いのか判断す
る事が絶対に必要です。
また、パルスオキシメーターによる酸素飽和度測定も初期からできるよう手配が必要。
（4）夜間休日は地域の保健所ではなく別の窓口で電話対応となるが、地域の保健所と連携が
全くなく、それまでの地域の保健所とのやり取りを再度説明しなくてはいけない上、夜間休日
窓口では大した対応してもらえず、翌日また地元の保健所に相談して欲しいと言われてしまう
始末。保健所間の情報の共有、保健所内でも電話に出る方が違うたびに、毎回いちから説明す
るのも辛かった。
初期の検査対応と医療体制の確保で、かなりの部分、目詰まりを改善できるし、必要な人に必
要な医療を提供できると思います。
言いたいことはまだまだ沢山あるのですが、伝えきれないので、これくらいにします。
個人主義の増加によりコロナに対して科学的根拠のない様々な意見が出ていること。（極端な

今回、母親も症状がでた時に、濃厚接触者かつ73歳の高齢者なのに
検査が受けられない状況がありました。
その時、伊藤たかえ議員とご連絡を取らせていただき、秘書さんへ
繋いでいただき、検査に向けて様々ご支援をいただきました。
おかげで翌日には検査の運びとなり、肺炎があったものの、悪化せ
ずに済みました。
伊藤たかえ先生、秘書さんには本当に感謝しています。
ありがとうございます。

Twitterに自身の経験、想い
などをツイートしていま
す。良かったらご覧になっ
てください。
@gp8_pixy

1/8/2021 12:35:40 20代

男性

IT企業

コロナに罹患された方やそのご
家族

1/8/2021 13:13:11 50代

男性

公務員

コロナに罹患された方やそのご
家族

感染者に行動の制限を守らせるような法的な規制が必要ではないかと思います。保健所の指示
に従う義務等。また、行政検査を必要性があまりないのに求めてくるクレームマーのような人
がいます。保健師はかなりたいへんです。

1/8/2021 15:42:53 40代

男性

会社役員

コロナに罹患された方やそのご
家族

新型コロナというウイルスに対する疑問が大きい。マスコミ・新聞が報じる事は間違いではな https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2012_covid_va
いのでしょうか？
ccine.pdf
↑このワクチンへの報告書を読めば、副作用は多い、高齢者への効果
は疑問、効果期間も分らない、アジア系人種への効果は分からな
い、とありますが、こんな状態でも国民に打たせるのですか？
また国が製薬会社へ提示している「副作用が出ても国が保証する」
という部分に物凄く疑問があります。本当に有効なワクチンではな
いのでは？

自粛派やコロナは嘘と発信する人）

https://note.com/ryokuhei/n/n29afc5a196d5
↑この方の仰る事は物凄く腑に落ちます。政治家の皆様、国民民主党
の皆様は、この報告書と萬田先生の私見を読んで、どう思われます
か？

1/8/2021 15:53:32 40代

男性

会社員

コロナに罹患された方やそのご
家族

コロナ禍での自粛中の生活

濃厚接触者です。(陰性)
自粛ばっかりでポジティブな話があまりないので、自粛中の過ごし
方(楽しみ方(運動等))を政府から発信していただけませんでしょう
か。
テレワーク+ジムが８時までですとサラリーマンは運動不足で健康が
心配。です。

1 ページ

コロナに罹患された方やそのご家族（20件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 16:01:44 60代

男性

1/8/2021 16:31:00 50代

男性

会社員

1/8/2021 17:00:30 20代

男性

会社員

1/8/2021 17:11:31 40代

男性

1/8/2021 17:39:01 60代

男性

無職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナに罹患された方やそのご
家族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

中韓等からのビジネストラックの即時停止を求める

国民には休業や自宅待機を求めておきながら、中韓等11ヵ国からの
ビジネスを目的とした入国は全く自由になっていることに驚きを隠
せません。
政府は止めたと発表し、マスコミは誰もいない空港の映像を流すた
め、完全に外国からの入国が止まっている思っていました。
自民党の一部の議員は、これを阻止するため動いてくれているらし
いですが、菅総理が頑なに拒んでいると聞きました。恐らく春節の
中国人観光客を意識した二階幹事長から、釘を刺されているためで
はないでしょうか。
自国民には自宅待機を要請する一方で、中国人観光客が自由に日本
国中を闊歩する未来が目に見えるようです。
外国からの変異ウイルスの侵入が現実となっている今、大至急これ
をストップすべきだと思います。
自民党議員だけではなんともならないようなので、国民民主党から
も強く要求していただけないでしょうか。
次回の衆議院選挙ではもう自民党に投票することは絶対しないつも
りですが、その受け皿として国民民主党が先頭に立って頑張ってい
ただきたいと思います。

コロナに罹患された方やそのご
家族

コロナパンデミックの終息に向けて

まず厚労省と政府はPCR検査の嘘を国民に公開する義務がある。
特に陽性反応者と感染者の決定的な違いを説明すべし。
そして、それをわざと取り違えて国民に恐怖を煽る報道を繰り返し
繰り返し流すマスコミの管理指導および謝罪広告の掲載。
このままでは間違いなく日本は滅ぶ。その危機感を共有し、即刻行
動に移して欲しい。

コロナに罹患された方やそのご
家族

日本における合理的コロナ対策案

コロナに罹患された方やそのご
家族

新型コロナを指定感染症から解除、もしくは二類から五類へ変更すべき。

現在の日本国のコロナ感染状況を考えるとすでに手遅れなのではな
いかと考えてしまうが最善の策を自分なりに考えてみた。
1.娯楽施設(遊園地・温泉・パチンコ店などのギャンブル)などの完全
休業
2.飲食店・宿泊施設の完全休業
3.海外への渡航の禁止
4.外国人の入国禁止
順を追って説明したい。
1と2に関しては国民の行動範囲を狭め感染リスクを減らすためであ
る。
またギャンブル依存症などの対策もとれるだろう
そして宿泊施設の完全休業をすることでコロナ軽症状患者の為のホ
テルとしても利用できる。
飲食店の完全休業によって不要な会合はなくなるであろう。
3と4に関しては海外からのコロナの出入国を阻止するためである
他国に迷惑をかけるのもよくない上、他国からのコロナを持ち込ま
れる心配もなくなり他の国から日本にコロナを持ち込んでしまった
という申し訳ない気持ちもなくなるであろう
もしこれが日本で、否世界で実施されていれば終息は早かったと考
える
今の日本の経済的には大変厳しいが2・3月時点で当対策が実施され
ていれば現状は大きく変わったと推測できる。
税金の出費も大きく減っていただろう。
ことスピーディーに対策していれば経済優先どころかほぼ日常に
なっていたかもしれない
勿論当対策に関しては税金での保証が必ず必要になる。
今の日本の国家予算で出来るものではないと推測は出来る。
しかし、これは国民の為の税金を国民のために使うという真っ当な

コロナに罹患された方やそのご
家族

一律給付金20万円を限定なしに給付してください

2 ページ

参考にすべき著作や文献等

コロナに罹患された方やそのご家族（20件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 18:33:38 10代

男性

中学生

1/8/2021 19:36:47 20代

女性

1/8/2021 20:25:02 40代

男性

1/8/2021 20:29:49 50代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナに罹患された方やそのご
家族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

経済危機や過剰な対策。
コロナで罰則は要りません。補償も殆んどなく、人権も侵されま
コロナは、できるだけ対策しているが、ボランティア活動で顔にアルコールをかけられた。経 す。国民民主党は支持してきたけど、これでは支持できません。自
済も回っていない。もうやむを得ない。検査を受けられて、治療してもらえばいいと思う。
民党は、補償をしないので、罰則は撤回と言ってください。
http://jmap.jp/cities/detail/pref/13
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
https://t.co/l1IF7tNkm8?amp=1

コロナに罹患された方やそのご
家族

今回の緊急事態宣言下における対応について

今回の事態における、個人的な意見や提案などを述べさせていただ
きます。
・私は現在東京都に暮らしており、公共交通機関を利用することが
多いです。そのため、PCR検査やその後新型コロナウィルスに感染
していた際に保健所や病院等の所定の施設に行く際、他人に感染さ
せてしまうのでは？という不安を感じております。そのため、受診
の選択肢の拡大や病床の確保のため、「新型コロナウィルス感染症
の指定感染症区分を取り消す」こと、そして「2類感染症から5類感
染症への引き下げ」を提案していただきたく存じます。
・東京オリンピックの開催に向けて今回の宣言を出したのかもしれ
ませんが、変異型のウイルスが他国で発生している現在、いつまで
経っても収束しないと思います。まず、「最低でも2月末から3月ま
でビジネスを含む入出国の制限すること」、次に「PCR検査への疑
いを晴らすべく、Ct値を30程度に抑えて実施すること」を提案して
いただきたいです。特にPCR検査は現在のままでは検査の結果が出
るまでに時間がかかるため、まさに「安全もしくは感染者数の数を
買っている」状態となっています。Ct値を抑えることで、Ct値が高
くなるほど感度が上がり、擬陽性が増えるというPCR検査のデメ
リット（現在はどうなのかはわかりませんが）が抑えられ、さらに
結果が出る時間が少し短縮されることで今よりも迅速な対応をとり
やすくなるかと思います。
・以上のことは、首相官邸の方にも「ご意見」として提出した要望
ですが、最後に一つだけ、「今回特に深刻な被害を被った飲食業や
観光業への支援、医療従事者個人個人への支援を現在のものより手
厚くしてほしい」という意見を述べて今回の提案は締めさせていた
だきます。

会社員

コロナに罹患された方やそのご
家族

withコロナではなく封じ込めを

既に自明の通り封じ込め政策をとっている国は経済も比較で好調。
先ずは封じ込めを目標にロックダウンに近い処置をして国内で経済
を回そう！

自営業

コロナに罹患された方やそのご
家族

飲食店での会食・飲食、接待を伴う飲食での感染が取りざたされていますが、新規感染者の感
染ルートの種別・カテゴリーが気になります。
毎日の感染者数のニュースにはその情報が一緒に発信されていません。

藤沢和希さん、WHO、
アーダーンNZ首相

本当に飲食における罹患→家族などへの感染がメインなのでしょうか？
海外からの流入者の陽性者が実は多い、など政府が実情を隠したい背景・事情はないのでしょ
うか？
そのへんの追求とデータ開示をしっかりメディアにも指導する姿勢を求めます。

あと、マスク着用の徹底の推奨の件ですが、メディアではウレタンマスクや布マスクと不織布
マスクの性能の差を鑑みたアピールがほとんど見られません。
一方、不織布マスクとウレタンマスクや布マスク、フェイスガードなどの飛沫防止＆吸い込み
防御の性能の差はしっかり精査ができています。
もっと不織布マスクの推奨と、ウレタンマスクや布マスクをするリスクをアピールするべきか
と思います。
今日（１月８日）、夕方のラッシュ時の表参道駅などの乗降客を見ていましたが、１０人中お
およそ３～４人はウレタンマスクや布マスクの着用でした。
吐き出した息の中の飛沫にウイルスがいて、それが乾燥して浮遊し、感染リスクとなっている
のはスタディーが出ているわけですから、ウレタンマスクや布マスクではなく、不織布マスク
を鼻までしっかり着用する、というところまで啓蒙すべきと思います。

3 ページ

コロナに罹患された方やそのご家族（20件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナに罹患された方やそのご
家族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:38:45 40代

男性

会社員

1/8/2021 23:05:14 50代

無回答

主婦

1/10/2021 12:42:04 50代

男性

障害年金生 コロナに罹患された方やそのご
活
家族

コロナに対して苦しむ方に私をふくめ、一律給付金でなくても低所得者だけでも給付してほし すみませんm(__)m。脳梗塞後遺症闘病10年、左半身麻痺左目視力な
い
し障害年金生活ではあります。低所得者です。借りいれも出来ず、
障害年金で生活保護は申請無理です。障害年金の中から通院費、介
護費、コロナ防衛などしましたら、食費を当然ならがなくなりま
す。一律給付金が無理なら、こんな低所得者を救って下さい。泣き
たいくらいです。嘘ではありません。宜しくお願い申し上げます
m(__)m

1/11/2021 7:14:19 60代

男性

無職

コロナに罹患された方やそのご
家族

もう課題とか解決策を考えている段階ではない。
至急、昨年行われたものと同様の全国一斉の緊急事態宣言を発令し実行すること。

今こそ、野党が官邸にでも乗り込むくらいの気概が必要。

1/11/2021 8:56:39 50代

男性

会社員

コロナに罹患された方やそのご
家族

コロナ感染者の自宅待機

病院やホテル等の宿泊施設に入れずに自宅待機者の人が食料などの
買物に
行けなく備蓄が底をつき食べ物も薬も
無くなり餓死しそうと言う事をテレビやSNSなどで訴えている人が
います
食べ物などの日常品は必要不可欠なのでその様な人達の状況を共有
して
自宅で安心して待機また療養する事が
出来る様に早期に改善してほしいと思います。具体的には自宅待機
中の感染者が食料や医療品などの日用品が無い場合に電話相談出来
る、またAmazonの
欲しい物リストに書き入れてもらうなどの改善が必要だと思います

コロナに罹患された方やそのご
家族

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

新型コロナウイルスにかかってしまうと、会社やその周りの人に謝罪をしないければいけない コロナウイルスに罹患していても、今の状況では罹患したと言いづ
という風潮があるようです。風邪をひいた時にはそんなことはないのに、指定感染症とされて らい状況ができていると思います。
いるためにそのようなことになっています。また罹患していない人で罹患した人の自己責任と
いった発言も見られます。誰がどのような状況で罹患したのか分からないのに、そういった発
言は非常に罹患された方への配慮を欠いたものだと言えます。
あと、PCR検査がもっと手軽に受けられるといいと思います。安いPCR検査の予約はかなり
先まで埋まっていて、心配な時にすぐ受けられないというのは非常によろしくないと思いま
す。またすぐに受けられても値段が高いなど。これらについて国がもう少し積極的に検査が受
けられる体制を整えてほしいです。
感染拡大予防のためのPCR検査拡充をお願いします。

4 ページ

無症状、軽症が多いと放置した場合、後遺症で生活すら難しくなる
人が多く出ること必須です。（URL参照）現在の検査抑制されたま
まの状態で、感染者が放置された場合働けない人が増大、医療費
ひっ迫などの形で表れてくるのは素人でもわかります。人命を優先
に考えた対策をお願いします。

https://drive.google.com/file
/d/1ZWt3vDXIqC8D6dlBkoi
E4Vp2S-IZpVWE/view

コロナに罹患された方やそのご家族（20件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/11/2021 20:14:24 40代

男性

自由業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナに罹患された方やそのご
家族

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

指定感染症を外し２類から５類へ変更すべき・ワクチンは誰一人接種すべきではない

新型コロナ感染症は２類相当からインフル風邪などと同等の5類にす
べきです。
理由
・WHOもPCR検査は信頼にかけることを認めており、45サイクルま
で回している日本の測定方法では偽陽性が多く出ることを指摘して
いる。
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-noticefor-ivd-users
・PCR法は特異度が99％と言われており、１本鎖で変異の早いRNA
ウイルスが2％変異した時点でプライマーが反応できなくなるため、
おおむねウイルス発生から4ヶ月程度経過した段階で、変異種を含め
たウイルスの遺伝子を拾い上げること自体が困難なはずなのに、な
ぜか一定割合で陽性判定がでているということは、なんらかの常在
ウイルスの遺伝子を拾い上げている可能性が考えられる。このこと
を調査すべき。
・PCR法は、感染症の診断では使ってはならない「NOT FOR VIRAL
TESTING USE」ことを米国CDCも示している。これはほぼ全ての
PCR検査キット製造会社が参照している公的な資料である。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-panel-primerprobes.html
・CT画像による診断もすりガラス状の影を確認する診断方法であ
り、基本それは間質性肺炎の症状であり、その影を見つけた場合医
師は、間質性肺炎なのか新型コロナなのか区別がつかないため、
PCR陽性の場合は、新型コロナ感染、と診断している。しかし、
PCRは多くの欠陥があるため、それを診断の判断基準としている事
自体が明らかにおかしい行為である。
・症状に関しても、新型コロナの症状は、風邪またはインフルエン
ザの症状と一致しており、実際に大川こども＆内科クリニックの大

コロナパンデミックは本当
か？：
https://amzn.to/3oymZCx
本当はこわくない新型コロ
ナウイルス：
https://amzn.to/3q6Dm9E
PCRは、RNAウイルスの検
査に使ってはならない：
https://amzn.to/35qEtsH
ここまでわかった新型コロ
ナ：
https://amzn.to/38wndEl
ワクチン副作用の恐怖：
https://amzn.to/35ruKTi
無症感染は起こらないこと
が最新の論文で証明されて
います：
https://youtu.be/8t3BHu4Z
ONk

5 ページ

コロナに罹患された方やそのご家族（20件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:16:27 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
文化・芸術

1/8/2021 12:21:40 20代

男性

学生

文化・芸術

学生として、単発で学生映画を作り上映しています。その中で、今回の緊急事態宣言において
イベントが飛び、自分達の表現の場所がなくなっていってます。小さなイベントで、尚かつ継
続的出ないため、補償も受けられず学生団体として、継続することが怪しくなってきました。
学生向けの団体補助が欲しいです

1/8/2021 16:18:58 20代

男性

学生

文化・芸術

①美大生として、日々感じていること。美大生としてのキャリアを積める社会経験がコロナ
禍で失われている。もちろん感染対策のためにイベントが中止されるのは致し方ないことでは
あるが、あまりに救いがない。経験が失われた学生がこの先まともな就職ができるのか、非常
に不安。小さな個展などは開催されていたが緊急事態宣言によって中止になっている……。
（解決策は自分でも見いだせてはいない）

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

日本においては新型コロナはただの風邪と変わりません。様々なデータから明白です。無症状
感染者が多い新型コロナの抑え込みは絶対に不可能です。新型コロナを抑え込もうとしている
現政権の政策は明らかに失敗しています。
文化・芸術のみならず、様々な産業が甚大なダメージを受けています。
今すぐ恐怖と不安を煽り続けるマスメディアの報道を止めさせて、現政権の愚策を止めさせて
ください。分別ある野党第一党としての存在感を示して頂きたいです。

コロナを政局やイデオロギーで見ている左派組織やマスメディアが
非常に多い。政権の退陣を求めるハッシュタグ運動も盛んだ。その
ような中で、思想にとらわれず国民民主党としてのアプローチを欠
かさない、という姿勢は消極的自民支持者の注目を引くと思う。ぜ
ひ、このままブレない国民民主党であってほしい。

②休業および収入減に対する補償についてだが、前回の一律給付でもかなりの時間を要し
た。さらなる補償についても相当時間がかかるのではと想像する。地方公務員の負担も考え
て、如何様に実際の支給までのプロセスを簡略化するか、についても具体的に聞きたい。
また、政権に対する批判は当然あるべきだが、現行の補償について虚偽の情報を流布する等し
て自民を批判するマスメディアや左派的なインフルエンサーが見られる。それによって、補償
が無いのだと勘違いした国民が本来受け取れるはずだった補償を受け取れない、という状況が
発生しかねない。
ぜひ、国民民主党の方からも積極的な現行の補償について周知徹底をお願いしたい。

1/8/2021 16:58:09 20代

男性

俳優

文化・芸術

日本における芸術と文化の消滅。

1/8/2021 17:05:42 40代

男性

会社員

文化・芸術

緊急事態宣言よりも、偽陽性を生み出すPCR検査を見直して欲しい。
それが、感染者を増やし、医療や国民を混乱させている。
これじゃ、病院にも行きずらい。
早く5類に下げるべき。

1 ページ

昨年からこの迷惑なウイルスのせいで、自分の人生を懸けて仕事や
活動をしていた人々の生きる意味がどんどん失われていっていま
す。それはつまり、やっとの思いで手に入れた夢の現場、人、物な
ど全てです。特に芸術、文化的な仕事をしていた人々の多くは、自
粛ムードが始まる前から自主的に公演などを延期、中止したり、収
入などへ直接関わる、観客などの数を減らしたりしていました。
私はまだ若いので、そこまで上の地位には居ないのでこの意見に力
があるのかは分かりませんが、このままではこの国から今存在して
いる全ての芸術、文化は失われます。とはっきり断言致します。こ
れは作り手側からの意見でもあり、消費者側からの意見でもありま
す。というのも、生活に直接関わる仕事ではないと言うことは理解
しておりますが、人が生きていく上で芸術や文化、エンタメという
ものは必ず必要なものだからです。今の政治家や高齢者などの世代
的に言えばそうでもないかもしれません。それは、時代が変わって
いるからです。
人が寿命を伝えられて長生きられないと分かったときに、多くの
人々は演劇や映画などを観に行くといいます。
私は今の日本のこの状況を、どこかで観た気がするのです。第二次
世界大戦の時、「欲しがりません。勝つまでは」という考えが国民
中に浸透させていたのを学んだのは中学生の時だったと思います。
若者が選挙に行かないのではありません。行っています。若者に力
と権力が移行していないのが問題です。全てに置いてそう言えま
す。高齢者(過去)の政治、時代は、終わっているのです。今ならまだ
間に合います。若者(未来)に託してください。今それをしなければ、
日本は消滅するでしょう。
専門家、政治家の皆さんへ。
数字ではなく、自分の足で、街に出てこの状況を観てください。
仕事ではなく、プライベートな目で物事を確かめてみてください。

文化・芸術（19件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 17:13:50 40代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
ピアニスト 文化・芸術
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

昨年より感染症拡大防止の為にコンサート活動が制限され、また、生業として演奏活動以外に
行っていた地域の合唱団体の指導やピアノ伴奏活動がほとんどできない状態が続いていまし
た。昨年10月以降、少しずつ仕事が戻ってはいましたが、これまでの60%の仕事量にしか戻り
ませんでした。
現在、緊急事態宣言が発令されたことにより、決まっていた公演が次々キャンセルされ、ま
た、地域の文化活動もできない状態になっています。
文化活動に関しては一ヶ月後活動が止まれば、その先の数ヶ月の予定がすべて狂い、その間の
収入は減収または無くなります。
飲食業に対してはその分の補償の制度があるようですが、芸術活動に関しては禁止ではないた
め、自助努力が求められ補償がありません。
しかし、劇場や公演活動を開催する側にとってはそれが生業ですから、感染症予防対策をしつ
つ活動することが可能でも、聴衆となる側の皆さんにとっては、外出を控えるよう呼びかけら
れれば、公演に出かけるのをやめる方が大半の場合が多く、いくら禁止してない…と言われて
もこれまで通りに生活が成り立たない事実があります。
昨年の持続化給付金だけでは到底失った仕事分の収入に満たず貯金を取り崩す日々ですが、今
後さらにこの状態が続くのであれば再度の持続化給付金の支給など早急に検討してほしいで
す。特に都内や都に隣接する地域での活動に関しては地方に比べて自由な活動がかなり制限さ
れております。地域ごとの状況も考慮していただけますよう切にお願いします。
音楽だけではないと思いますが、仕事がないのなら別の事をしてお金を稼ぎ、音楽できる状況
になれば音楽を…というほど甘いものではなく、日々の鍛錬自体が仕事の一部ですので公演が
ないから暇というわけではありません。現在はお金になることがない仕事を日々続けている状
況です

1/8/2021 17:21:33 30代

男性

会社員

文化・芸術

インフルエンザに比べて、致死率や健康への影響が、特段大きくないため、今行われている対
策はすべて不要です。
今の対策による萎縮効果・対策による負担・健康被害など犠牲が大きすぎます。
自分だけに限って言えば、サラリーマンなので、経済的な影響はほぼ無いですが、イベントが
制限され、思うように楽しめなかったり、去年一年は余暇の満足度がとても低かったです。
日本に限って言うとすでにウイルスの病原性が問題なのでは無く、ただの人災です。
解決策としては
指定感染症から除外し、政府・行政・マスコミ・公的機関が協力して、全力を挙げて、これま
で煽ってきた恐怖を払拭する活動をすること。
また、新型コロナに関しては与党批判ではなく、協力して解決して欲しい。
指定感染症から除外することで、対応できる病床などのリソース確保、感染者への差別・誹謗
中傷などの負担の軽減
それだけでは国民はついてこないので、恐怖の感情を払拭すること
また、例えば、Gotoトラベルを推進すれば、感染拡大だなどと批判し、GoToトラベルを停止
すれば、旅行業者への補償はどうするだなどと批判する。与党の言うことに都度批判するので
はなく、どうすれば、日本全体がトータルで良い方向に行くかを考えで、行動して欲しい。
せめて新型コロナに関することだけでも
あとは異常な高齢者優遇はやめて欲しい。高齢者の票数は多いので仕方ないですが、若者のみ
に自粛を求めるような、全く根拠のない呼びかけは慎んでいただきたい

1/8/2021 17:49:14 30代

女性

自営業

文化・芸術

イベント等が制限されていて、中止になることが多いです。感染対策を徹底すれば開催できる 新型コロナの過剰な感染対策をやめてください。1人でも陽性者が出
と思います。
れば、イベント等の中止。そこまでしなくてもよいと思います。
指定感染症の位置付けでこうなっているでしょうから、指定感染症
の解除を早急に求めます。1年延長は反対です。

1/8/2021 19:15:19 40代

男性

会社員

文化・芸術

巷でも声が上がってますが、オリンピック開催に関係者は前向きなコメントが上がる一方で、 国家や利権の絡む団体の営利があるかないかの違いにしか見えない
成人式などの地域行事は中止が増えている違いが何なのでしょうか？
私は理解不足なのでしょうか？
同じ人が集まる行事やイベントなのに、オリンピックより規模は小さく、騒がない成人式は何
故中止なのか、判断基準を理解できるようにしてほしい。

1/8/2021 23:39:16 20代

女性

学生

文化・芸術

致死率の低い新型コロナウイルスを柔軟とは言っても1〜3類相当の扱いしかできない指定感染
症にすることで経済と医療体制の両方に大きな支障がでていること

1/8/2021 23:39:20 20代

女性

学生

文化・芸術

致死率の低い新型コロナウイルスを柔軟とは言っても1〜3類相当の扱いしかできない指定感染
症にすることで経済と医療体制の両方に大きな支障がでていること

2 ページ

文化・芸術（19件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 2:27:58 20代

男性

会社員

1/9/2021 8:53:08 50代

女性

1/9/2021 13:05:30 50代

女性

1/9/2021 17:51:54 50代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
文化・芸術

文化・芸術

会社員

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

玉木先生いつもお疲れ様です。
緊急事態宣言などという非合理的な選択を、国も地方自治体も支持したことに私は憤りを感じ
ています。
そもそもコロナで自粛というのがバカらしいと、私は思います。
連日感染者が増えたと、パニックをあおりたくてしょうがないマスコミは報じますが、死者数
は言いません。
それは結局のところ、死者数が大したことないからです。しかも、死者数のほとんどが高齢者
です。
菅首相の会見は「若者が悪い」とでも言いたげでしたが、若者が自粛しないのなんて、そんな
の当たり前です。
高齢者のために、なぜ現役世代がこれまでコストを払わなければならないのか。
経済が死に、自殺者が増え、若者は各種イベントの中止で生きる楽しみを奪われ、それで救わ
れるのが放っておいても寿命で死ぬ老人の命なんていうのははっきりいって対価として見合い
ません。
「命を救う」と言えば聞こえは良いですが、これほどのコストを払ってまでやることでしょう
か？
自動車事故が0にならないからといって、車で出かけるのやめようなんて言い出しますでしょ
うか？
インフルエンザが流行ったときに、自粛しろなんて言い出す人いましたでしょうか？
無症状のコロナと騒がれますが、無症状で済むことがあるなら、なおさらこんなに恐れる意味
が分かりません。
今、日本は戦時中と同じ間違いを犯しています。
「国体護持」のスローガンが「命を守る」に変わっただけで、非合理的な選択で、現役の世代
を殺しにかかっています。
戦時中と同じく、マスコミも、現役世代が疲弊しきるまで騒ぎ続けるでしょう。
菅首相の会見も結局、「若者が何も考えずにバカ騒ぎしてるから緊急事態宣言を出すんだ」と
言いたげで、この一年、理不尽な仕打ちに耐え続けている現役世代を敵視しているように思え
指定感染症5類へ見直す
医療現場、保健所からも指定感染症5類への見直しの声が上がってい
るのに無視でしょうか？感染者として騒いでいますがサイクル値が
高いPCR検査による新規陽性者です。しかも検査数が増加していま
す。冬場はウィルスが活動しやすい時期なのだから増える事は昨年
の春先から話題になっていました。医師会は現場の逼迫を見越し国
にどの病院でも症状がある患者さんを診察出来る様に提言するのが
本来の役目なのでは？自分の病院の経営に響くので受け入れたく無
いのです。矛先が自分たちに向かない様にGOTOや飲食店と標的を変
えてスケープゴートにしているだけです。飲食店だけではないので
す。そこに繋がっている業者さん、農家さんなどが巻き込まれて補
償もないのです。
無症状者でも自粛を！と言いますが新型コロナウィルスに限った話
では有りません。インフルエンザでも同様なのにどうして新型コロ
ナウィルスだけが特別なんでしょう。一刻も早く指定感染症5類へ見
直して医療資源が有効に使われる様に働きかけていただきたいで
す。緊急事態宣言など意味はありません。医療現場は発症者の治療
に注力し、元気な方は『うがい、手洗い、食事、睡眠』そして『マ
スゴミの象徴であるワイドショーは見ない』を実践して経済を回し
ていけばよい。

文化・芸術

大好きなライブが延期や中止になり旅行先での美術館巡りも出来ず。
箱物（ライブ会場や美術館など）は対策もしており安全かも知れません。
でも目的地に向かうには移動が伴い、たくさんの人混みの中を移動します。
街中には気の緩んだ人もたくさん。
海外の様に短期間ロックダウンを行い、その間はガッツリ補償する事は出来ないのでしょう
か？
いろいろな事が遅すぎます。

文化・芸術

プロオーケストラが解散の危機に追い込まれている。昨年初めからイベントの自粛要請に応じ 感染力が強いものや様々な変異種を生み出している新型ウィルスで
コンサートやLIVEイベントの中止や縮小をして減益の団体に協力金等の支援をしてほしい。 すが、その元となっている木の幹の様な型が存在し続けていて、無
症状で潜伏しているらしいです。積極的検査が必要だと思います。
でなければ行動制限しても減るか分かりませんし、減ったとしても
直ぐに増えてしまうのでは。

3 ページ

議員の方は「先生」と呼ばれる事が多いと思いますが議員と言う地
位に胡座をかいている方が多いのではありませんか？
国民の一人として、「この人ならば学べる、尊敬出来る」と言う人
になっていただきたい。
もちろん国民の為に奔走している方もいますが、対応の遅さに給料
泥棒に思えます。

https://youtu.be/hVtn7BrPWw

文化・芸術（19件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
文化・芸術

年代

性別

ご職業

1/10/2021 11:20:26 40代

男性

会社員

1/11/2021 0:07:49 50代

女性

非正規雇用 文化・芸術

1/11/2021 19:19:22 30代

男性

文化・芸術

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策
五類への引き下げ

自由記載欄（任意）

PCR検査やめる

参考にすべき著作や文献等

エボラみたいなビョーキでもないのにいつまで二類なのか。さっさ
と五類に格下げして病床確保。
健康な人まで感染者扱いのPCR検査自体廃止。
緊急事態宣言とかたいそなこと言うて
国民丸投げの自粛もいらん。1回目やって今の状況なわけで2回目意
味ないの明白。もう従う気にもなれない。飲食や旅行系、それに関
わる仕事、エンタメ関係等殺す気ですか？

指定感染症5類へ見直し

①指定感染症5類へ見直す
理由→民間の病院でもインフルエンザと同様に診察して医療資源を
有効に使用するため。
医療資源が逼迫してくるのは昨年の春先から言われていたのに何を
していたのか。
自分の病院の経営に響くから診察したくない医師会の言動には呆れ
る。責任を政治、GOTO、飲食店のせいにしている。それが終われば
次に責任をなすりつけるのは何だろうか。
②マスコミを正常化してほしい。
理由→新型コロナウィルスはインフルエンザに比べて脆弱なウィル
スということは本当のウィルスの専門家が発信しているのにマスコ
ミは取り上げない。
番組内で自称専門家を出演させ新型コロナを殺人ウィルスの様に扱
い、自粛を求め、PCR検査をしろと流している。
その影響は大きく、コロナ鬱を引き起こし不必要なPCR検査を増や
し羽田議員の様な残念な結果を引き起こした。

今回の緊急事態宣言を受けた当事者としては、
２０時以降の外食もカラオケもほとんど閉店して大迷惑です。
歌広場は１８時まで安いのに、年末にも馬鹿げたマスクを強制されましたし。

有識者のWeRise提言
http://www.werise.tokyo/declaration/
松田政策研究所チャンネルの対談動画
井上正康名誉教授
https://www.youtube.com/watch?v=v2_mC9VNUSs
上久保靖彦教授
https://www.youtube.com/watch?v=CxPyM47fBNk
大橋眞名誉教授
https://www.youtube.com/watch?v=1RIzcLFv8h0&t=2s

解決策は、いいかげん集団免疫という現実の現象を認めることです。
これで感染抑制という大前提が覆ります。
ガースーが宣言したように若者への感染拡大までは現実でも、
それが原因で死者が増えてるという短絡思考は現実ではありません。
アメリカのグレイト・バーリントン宣言
https://t.co/6A9Cm0nPNd?amp=1
むしろ軽症で免疫をつけておいた方が、老人に接する前にウィルスに暴露
されても風邪をひかず、かえって命を守れていました。
スペイン風邪（インフルエンザの一種）が収束した原因も、
コーヴィド風邪の第一波・第二波も、科学的には集団免疫しかありえません。
そうでなければ論理的には「永遠のファクターＡ」か何かとなり、
科学を逸脱した形而上学、机上の空論になってしまうからです。
ウィルスの周期が収束する原因を現在のヤブ医者に問い詰めても、
「永遠のファクターＡだ」とオウム返しに答えられる正直者はほとんどいない
と予測できます。
科学的な説明の条件は、再現性、予測可能性、反証可能性です。
コーヴィド風邪の収束は再現されて、ピークアウトを予測した子供だましで
緊急事態宣言も再現されました。
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
ガースーも「１か月後には必ず事態を改善させる」と断言しているのも、

4 ページ

文化・芸術（19件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/11/2021 22:15:58 20代

男性

学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
文化・芸術

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

①大学を含む学校の対面授業中止
②給付金
③外国人の入国全面停止

国民民主党だけが命綱です。菅さんの気持ちもわかります。しがら
みの中で思うような動きができないこともわかりますので、彼の批
判はしません。
国民民主党しか日本は変えられません。日本に夜明けを。

参考にすべき著作や文献等

京都在住、京都の大学に通う学生です。緊急事態宣言が出されながら私の大学は通常通りの授
業（ほとんど制限なしの対面）をやる方針でいます。店を閉めさせ、自粛を「お願い」するな
んて考えられません。ペストでは教会に人が密集し、それが一因でさらに感染が広まりまし
た。大学では講義こそ教室で間隔を取っていますが、その他のスペースでは間隔を取ろうにも
学生がごった返しそれどころではありません。私の大学は比較的小規模ではありますが、それ
でも食堂は人に溢れお世辞にも整えられた環境とは言えません。
国民を守るために縛るのは仕方ありません。ですが、その分、ご褒美がなければ生活はできま
せん。玉木さんのおっしゃる北風と太陽です。
また、京都は観光都市であります。外国人の流入は十分に考えられます。正直、困ります。大
陸から疫病が流れ込むのは奈良時代から変わらないことです。

5 ページ

文化・芸術（19件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:09:36 10代

男性

学生

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
受験

1/8/2021 12:22:01 10代
1/8/2021 12:43:31 40代

男性
男性

学生
大学教員

受験
受験

学校休校による、クラスター発生を抑制させる。
国民民主党のみさなん、頑張ってください！
大学共通試験が来週末に行われますが、大学入試センターからは受験生の検温はしてはいけな
い、受験生の配置も例年通りで、マスクを着用することくらいが対策として指示されていま
す。これでは入試クラスターが起こる可能性が高いと感じます。緊急事態宣言が出された現在
では、試験を予定通り実施するにあたり、感染予防対策の追加などをしていただきたいと希望
します。

1/8/2021 12:56:59 10代

男性

学生

受験

共通テストに関して

1/8/2021 13:05:59 10代

男性

高校生

受験

2次試験があるのとないのでは対応も大きく変わってくる。早めの対応をお願いしたい。ま
た、都市部に短期間赴き、帰ってくるということ自体を不安視する人もいる。受験の機会を妨
げないような措置をとってほしい。例えば共通テストの点数で決めるようにするなど。

1/8/2021 17:17:05 20代

男性

大学生

受験

受験生の不安解消

タイムスタンプ

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

地域の経済の疲弊→持続化給付金や家賃補助の拡充に加え、企業支援目的で自治体に財源を回
して欲しい。

来週に迫った共通テストですが、当日は自主検温のみで、現地での
検温は行わないそうですね。仮に発熱症状がある受験者が隠して受
験し、現地での大規模なクラスターが発生した場合、国はどう責任
を取るのか。今後は私大や国公立二次試験を控えている学生が受験
不可能になった場合、それこそ訴訟ものじゃないですかね。
しかも、自分自身は4月に原付の免許試験を受けたのですが、昨日
PCRを受けて陰性だったが39度の発熱があるという方が試験室内に
いて、発熱症状があったを試験中に知ったという経験があり、とて
も肝を冷やしたことを覚えています。もし同じ試験室に無症状だろ
うが、感染者がいるかもしれない、という不安と隣り合わせの受験
は嫌です、
玉木さんを始めとする国民の方々へのお願いですが、急激にコロナ
感染者が増えて来ている今、別に3日前だろうと試験延期の措置を喜
んで受け入れます。共通テストクラスターで重篤化して、それこそ
受験できなくなったら困ったというレベルの問題ではありません。
もう一度試験実施に関する対策を見直していただくよう、政府や大
学入試センターに訴えて欲しいです。

塾講師のアルバイトとして生徒から「本当に受験ができるのか」と
いう声をよく聞きます。
共通テストが実施されますが、その後の二次試験ができなくなって
しまうのではないかと不安視しています。
分科会で「1ヶ月での終息が困難」と報道されていることも影響して
いると思います。
すでに今の受験生には共通テストへの移行にかかる混乱で大きな負
担がかかっていますので、是非とも受験生を安心させるメッセー
ジ、また仮に実施が困難な状況になった際に不利益にならないよう
な対策を用意していただきたいと思います。
また、大学で憲法を学ぶものとして今回の緊急事態宣言は憲法29条
違反の疑義があると考えています。
政令改正で自粛要請に応じない店舗の公表ができるようにしたこと
も問題ですが、事実上の営業停止命令に対して憲法29条3項が定める
正当な補償がなされるべきです。
正当な補償の範囲がどの程度なのかは憲法学説が分かれています
が、全額補償説に立たずとも固定費に満たない補償では正当な補償
とはいえないと思いますので、政府に財政措置を求めるようにお願
いします。

1 ページ

受験（15件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 17:56:50 20代

女性

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
受験

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

国試をこのまま実施できるのか

私は薬剤師国家試験を受験する者です
高校生は学力調査試験を通常通り実施すると 動画を拝見して知りま
した。
先日の総理の会見では若い子たちは
コロナにかかりにくいため学校は通常通り
通学してもらうという意見でした。
会食は4人と制限するのに 40人の給食はいいのか？とエビデンスが
感じ取れませんでした。
そのような状態で 受験生はマスクと
席を1列開けるだけで対策は十分なのか
送り出す保護者や受験生の気持ちになると
不安でいっぱいです。
ですが、国家試験ともなると
各都道府県で試験を実施する学力調査より
状況が悪くなります。
受験地が大都市に限られるからです。
当日に取られる対応も学力調査試験と
大差ありません。
通学年数が6年であり また留年浪人の
多い学部です。決して若い人達だけとは限りません。
そのなかで 感染拡大が著しい都心で
国家試験を実施すべきなのかわかりません。
不安です。
前例のないこととは言え もう少ししっかりと厚労省や文科省には考
えていただきたいです。
また 与党は国民のために動いてるとは思えません。 私利私欲のため
に動いてる印象しかしません。
今、コロナだけでなく外交安全保障関連の急激な変化への対策も必

1/8/2021 18:05:57 10代

男性

高校生

受験

・医療関係者、自衛隊員など前線で尽力される方々への総合的支援
・民間の医療機関へのコロナ対策の協力要請、または義務化

1/8/2021 18:56:32 10代

男性

高校生

受験

塾・予備校も時短要請を受けているため、開室時間が短くなり困っている。カフェなどでも勉 玉木代表には以前、大学入試改革の問題点に関して要望した際にも
強ができないため、様々な事情で家で勉強がしにくい生徒にとっては受験直前期に勉強場所が 丁寧な対応をしていただきました。お忙しい時期だとは思います
なくなるという状態である。
が、是非何らかの対応をお願いしたいです。
塾・予備校の特に自習室は飛沫感染の可能性なども考えづらいため、時短要請の対象外と通知
してほしい。

1/8/2021 21:21:51 40代

男性

会社員

受験

娘の高校受験は大丈夫か？

今年は公立高校は受験なしで学生を受け入れていいのではないか。
公平な受験が実施できない可能性があるため。

1/8/2021 21:48:15 10代
1/9/2021 11:32:01 30代
1/9/2021 14:45:03 10代

男性
男性
男性

学生
自営業
学生

受験
受験
受験

東京の大学に受験しに行くのですがコロナに感染しそうで怖いです
ワクチンの緊急承認
中学2年生ながら、国民民主党にコメントさせていただきます。もう残り約1年で受験が控えて
いますが 、コロナで勉強が自由にできる状況ではありません。去年の緊急事態宣言や今回の緊
急事態宣言ではzoomを使った授業をしてます。私が感じている課題はインターネットについ
てです。端末や家によって違いますがzoomでの授業で画面が固まってしまったりバグが起き
たりしてしまいます。これは授業に限らず会議などでもありうると思います。これでは勉強に
支障が出てしまい受験への影響は長引くごとにどんどん大きくなっていきます。また僕の友人
はWiFiが家になくzoom授業に参加するとデータ料が膨大になり家計にも影響してしまいま
す。
この情報格差？といいますか、この問題、解決して欲しいです。

文部科学省に安心して受験できるように対策を求めてください。
どうせ承認するんですから、即、承認すればよいです。
中学2年生ながら国民民主党、応援しています！私が選挙権を持つま
で待っててください！国民民主党に投票したいです！また先程の問
題、解決して欲しいのでお願い致します！

1/9/2021 20:57:07 10代

男性

学生

受験

国立大学医学部が少ないと感じる。
そこで、地方に医学系国立大学を増やすべき、特に人口減少が著しい都市には第二の防衛医科
大学校を作るか、このような無償にすることと引き換えに其の地域に貢献して戴くような法を
整備する。
新幹線のできた後の平行するJR在来線及び四国や北海道北部は鉄道が退化している。ここに高
速道路を東京以上に充実させ、さらに高速道路とともに国営BRTを国債を発行の上引くべし。

まず、政府に全日本人へ十万円を継続的に配布させてください。
前回の給付はあろうことか生活保護をうけている方に配らず、貧し
い方に全く恩恵がありません。一番必要な人達に恩恵がありませ
ん。財源がないといっていますが国債をすればよい筈です。同様
に、消費税廃止、或いは消費税減税を訴えてください。
次に、政府は国公立大学校の学費を上げたり、奨学金の無償付与
を拒んでいますが、財源がないというのは全くのでたらめですで
す。国債を発行させて学生の方々に十分な支援をさせてください。
コロナ対策は、玉木先生の仰っている補填と自粛をセットにする
という法案を貫いてください。
最後にPB黒字化はデフレ下に於いて全く意味をもたらしません。
乃ち今はやめるべきです。麻生大臣に破棄を求めてください。

2 ページ

参考にすべき著作や文献等

ず必要だと思います。

受験（15件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/11/2021 17:43:34 50代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
編集・執筆 受験
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

高3の保護者です。
感染拡大下の入試が非常に不安です。
大学入試センターが提示する共通テストの感染対策はいくつも問題があります。

学校の今年度延長を希望しています（2～3カ月）。
今年度は実質6月始まりでしたし、予算はこれまでどおり4月始まり
でも
問題ないはず。

試験入室時の検温なし、受験場に来場時の密の対策なし。
試験中の換気が十分でない可能性がありますが、
厳寒期のため、換気を十分にすると寒くて試験どころでなくなる
可能性もあります。

今年度は子どもたちに無理を重ねさせた1年でした。
詰め込みと休み短縮でカリキュラムだけはこなしましたが、
本当に身についたといえるでしょうか？
しかもそれを確認もしていません。

参考にすべき著作や文献等

いまからでは受験場すべてには難しいでしょうが、対策として可能なかぎり以下の点をお願い 子どもが感染しにくい・させにくいと主張するのももうやめてほし
できればと思っています。
い。
12月の1カ月間だけで小中高で3000人が感染し、（その前の半年と
①受験室を増やす
ほぼ同じ）
②CO2モニターの設置（換気状況の確認 800ppm以下）
教育関連のクラスターも123件も起こっています。
③常時換気した場合の気温の確認（18℃以上）
④加湿器の設置
文科省の資料では、濃厚接触者のみしか学校感染に含めていません
⑤HEPAフィルターの空気清浄機の設置
が、
⑥入室時の時間をずらす工夫（各高校に集合時間をずらすように連絡）
計算すれば高校で40%程度は同一学校内で感染しています。
⑦受験場での検温
あたりまえですが、16～18歳と19歳でそれほど感染しやすさが
⑧昼食時間・場所をずらす工夫
異なるはずはないのです。
（休み時間が長いので、3つくらいにグループ分けするなどができるはず
また運動場などにテントを張って昼食をとるなどの工夫も）
また、推薦ですでに合格が決まった生徒さんは、今回は共通テストの受験を控えるよう、大学
入試センターおよび文科省から呼びかけてほしいです。
そのために、受験料の返却もしていただきたい。
個別試験重視の大学は、共通テストを課さない判断をしてほしい。

3 ページ

受験（15件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
介護

1/8/2021 12:48:15 80代以上 男性

画家

1/8/2021 17:34:46 30代

訪問介護士 介護

男性

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

さしあたっても新型コロナですが 介護の問題も重大です

年末から年始にかけて発熱 正月2日には38°になってしまいました 訪
問看護の緊急連絡をしましたところかかりつけの医者に相談 救急車
を呼ぶことに ところは退院の申すには 受け入れ指先がない 時間が
かかる 遠くへ行くことになると思う 一人で帰って来られるか PCR
検査は受けられるとは限らない 等の話を聞いて 断って自宅で様子
を見ることに この時点でかなり絶望的になってます 私は心臓疾患で
障害者手帳3級を持っておりますが 介護認定は要支援1です 支援1と
いうことは週1回の1時間の掃除 それも制約がありましてものは動か
さない 踏み台は使わない これらも介護人間の為というよりも 事業
所のためのもの 使用してない部屋の掃除はしない ほぼ 役に立たな
い 訪問看護も 年始に 緊急連絡用の電話に2度ほど電話をしました
ら 飛燕生きてはそんなに電話はかけられませんとクレー厶が来まし
た これで介護と言えますか 皆さん介護保険に期待してると思いま
すが 必要なことはほぼしてくれません ましてや介護施設に入るな
どとは 夢のような話 介護5にならないと入れません あと9段階の壁
があります

就職氷河期世代当事者全国ネットワークの副代表を預かります、諸星たお と申します。

国会議員の皆様には、国庫短期証券の日銀引き受けを機序として
（準備預金が膨大な今はその限りではないが）、政府が日銀から政
コロナ禍への危機感から、2月末、6月、12月11日の3度の財務省への一律現金給付の請願に続 府預金を得て、その支出が「銀行の準備預金」となり、銀行は資産
き、12月24日に総務省と内閣府へ、同じく一律現金給付の請願を行なって参りました。
に置かれた準備預金と見合う「銀行預金を政府の指示する口座に負
債として発行」するという、支出の流れと、その後の処理として、
年明けの報道によりますと、コロナ禍で8万人近い方が失業されたとのことです。
国債発行で準備預金を回収しているだけで、国民の金融資産に国債
アルバイトやパート先のシフトが減り、生活困窮に陥っている方々は更に多いでしょう。
発行が制約されるものではない事を基礎知識として踏まえていただ
再度の緊急事態宣言が出されるであろうコロナ禍の冬に、誰一人切り捨てる事の無き様、改め きたく存じます。
て、追加の現金給付をお願いいたします。

参考にすべき著作や文献等

ケアニュディール
https://note.com/taomoroho
shi/n/ncafb6c2774f1
日経needsのシミュレー
ションと、政府預金準備預
金銀行預金国債の動きの解
説。
https://www.facebook.com/
100002534089583/posts/3
571467032947731/?d=n

12月訪問の際の根拠資料と、請願書の原案は、下記リンクの投稿に続く画像にございます。お
目通しくださいませ。
https://www.facebook.com/100002534089583/posts/3530172787077156/?d=n

他、ランダル•レイやステ
ファニー•ケルトン、ビル•
ミッチェルら MMT派の著
作。望月慎氏ら日本のMMT
賛同者の著作。

資料の内、日経NEEDSを用いたシミュレーションは、日本経済復活の会の、小野盛司博士の
作成です。
諸星作成の、財政支出と国債、政府預金、準備預金、銀行預金の動きの解説については、疑問
点などあればお答えさせて頂きます。
請願の主旨は下記で御座います。
-----------------------------コロナ第三波の冬に備えて
自殺者の増加
1/8/2021 19:49:43 40代

男性

介護福祉士 介護

介護職員ストレス

1/8/2021 22:39:11 50代

女性

フリーラン 介護
ス

介護事業者さんの手を複数借りているが、それぞれ手洗いうがい消毒など徹底していない人も 徹底した外国人入国停止を少なくとも２月末まで実施してほしい。
いるので恐い。危機感が足りないのか？
変異型ウィルスが確認されてからでは昨年に続く水際対策の失敗を
PCR検査は必須とし、徹底した予防策の実施の確認を考案してほしい。
繰り返すこととなる。
全国各地で閉業した旅館や飲食店などを中国が買い漁ってると聞い
ている。そのためのビジネス入国許可なのか？緊急事態宣言発令の
一方でビジネス目的の入国を継続しているということは、日本人の
安心安全な生活と健全な経済活動が蔑ろにされているとしか思えな
い。この現状は受け入れられない。

介護施設で働く人の危機感を持っている人達はGOTOなど使える事が
できません。何処かでコロナをうつされてしまったらクラスターが
発生してしまうからです。
私も不要不急の外出を控えてました。国会議員がステーキや寿司を
食べている報道を見ると腹が立ってしかたありません。介護施設で
クラスターがでたら利用者はほとんど重症化してしまいます。もう
少し介護施設の方にも目を向けていただくと有難いです。

1 ページ

介護（13件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/9/2021 0:22:28 30代

男性

介護士

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
介護

1/9/2021 12:40:18 30代

男性

介護

介護

1/9/2021 13:31:59 50代

男性

特別養護老 介護
人ホーム勤
務

介護現場、特に施設介護現場でクラスターが発生した場合について。歩行可能な認知症の利用 とにかく政府に危機感が無く対応が遅い。国民民主は現場の声をど
者にマスクの徹底や移動の制限を説明しても大半は理解できない。彼等を物理的にバリケード んどん吸い上げて伝えて欲しい。
で遮蔽する以外に有効な方法が無いが、行動制限や環境の変化に認知症の利用者は弱く、通常
よりも不穏な行動を起こすと予想され、その対応が別途必要。利用者にマスクの徹底ができな
いため一度クラスターが発生すれば大量の罹患が想定されるが連携する医療機関への入院は
キャパシティを超える可能性が高く受け入れを拒否され、ホーム施設内で待機してもらわなけ
ればならない。医療用の感染予防のギアは介護現場には殆ど無いのが実情で対応するスタッフ
への罹患のリスクも高い。防疫の物品が安定して供給される支援が必要と思われる。在宅サー
ビスでは特にショートステイが施設入所者と同じ場所で生活している施設も多いため、受け入
れをストップしておく必要がある。また、ショートステイ利用中に他の入所者やスタッフに発
症があった場合、ショートステイ利用者は安全が確保できるまでは自宅に戻れない仕組みが必
要。PCR検査を国が補助して罹患者を絞り込めれば不必要な行動制限は抑制され限られた人員
のなかで少しでも効率的な対応ができるものと思われる。

1/10/2021 13:16:26 30代

男性

介護職

介護職に就いてますが、コロナ禍で緊急事態宣言中でも出勤して業務にあたってますが、介護 次回選挙は国民民主党に投票します！
職等は危険手当は一切なく、自身が感染し、他者に感染すリスクが高いわりに賃金も安く、30
代で手取り20万弱しかいかないのが現実です。慰労金の支給されるという話がありましたが、
申請後も未だに支給されていません。また7月以降から入職した介護従事者は支給対象外で
す。
介護職への処遇改善と危険手当の支給、慰労金の支給（2度目も）ご検討よろしくお願いしま
す

タイムスタンプ

介護

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

感染危険度が高い職業に対しての危険手当て。

介護の職場で働いています。実際に職場でクラスターが発生し、感
染もしました。慰労金も期間があり５万円の支給でした。医療、介
護、様々な感染リスクがある職業がありますが、現場では感染が怖
いながらも責務だと割り切って頑張っています。緊急事態宣言が出
ても休業対象にはならず、国会議員や国民から感謝の言葉はありあ
りがたいですが、それだけでは仕事を続けていく人が減っていくの
が現状です。感謝だけではなく、危険な事をしている事に手当てを
つけて欲しい希望があります。

総合支援資金の延長について

前回緊急事態宣言が発動され、仕事の利用者が減りシフトが減り収
入も減少しました。今回も同じことが考えられ、前回は総合支援資
金を利用してその場をしのいできました。今回も同じことになると
生活がとても厳しくなります。給付金等の見通しもたたないので、
融資の総合支援資金の再延長をと願っています。

2 ページ

参考にすべき著作や文献等

介護（13件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/11/2021 14:49:34 20代

男性

福祉

1/11/2021 17:44:49 40代

女性

介護職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
介護

介護

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

低賃金・非正規雇用

売り上げの全額補償
光熱費やスマホ料金のコロナ収束まで政府が全額補助
毎月一人に20万円の給付
消費税の廃止
を財源は新規国債発行で求めます。
国民民主党の公約の財政規律の破棄を求めます。

タイトル 黒い匣 (はこ) 密
室の権力者たちが狂わせる
世界の運命――元財相バル
ファキスが語る「ギリシャ
の春」鎮圧の深層
著者 ヤニス バルファキス
朴 勝俊 長谷川 羽衣子

訪問介護職に務めています
自宅で暮らしている高齢者の方たちは
コロナに感染したら絶対に助からないと言い
外出しないでこの1年間ずっと引きこもりの生活をしている方がほとんどです

https://www.amazon.co.jp/
%E9%BB%92%E3%81%8
4%E5%8C%A3%E3%81%AF%E3%81%9
3%E5%AF%86%E5%AE%
A4%E3%81%AE%E6%A8
%A9%E5%8A%9B%E8%8
0%85%E3%81%9F%E3%
81%A1%E3%81%8C%E7
%8B%82%E3%82%8F%E
3%81%9B%E3%82%8B%
E4%B8%96%E7%95%8C
%E3%81%AE%E9%81%8
B%E5%91%BD%E2%80
%95%E2%80%95%E5%8
5%83%E8%B2%A1%E7%
9B%B8%E3%83%90%E3
%83%AB%E3%83%95%E
3%82%A1%E3%82%AD%

今までは自分で買い物に行っていたのを行かなくなり
リハビリに通っていたのも通わなくなり
デイサービスも拒否します
独居の方はとくに
人と接するのは週に1、2回くるヘルパーのみで身体機能の低下が気になります。
メディアでは医療従事者ばかりが取り上げられ
このように引きこもっている高齢者の方達の事はほとんど取り上げられません
私たち介護職も
高齢者の命を守るために
家と仕事以外は人との接触をさけて暮らしています
買い物も週に1回まとめてです
世間ではGotoトラベルやイートやで
経済を回すためとか言って盛り上がってても
利用することもできず
外出するのも我慢しながら
高齢者を守っている傍ら感染拡大
腹ただしいしかありません
1/11/2021 18:06:55 50代

女性

入所施設事 介護
務員

メディア、政治家の発言も偏りすぎです
お正月休みの介護施設
ご家族様の面会は入口のみ
入所者の外出外泊もお断りしているので、ほとんどの方が遠慮して荷物の郵送を受け取るのみ
だった中、千葉神奈川東京の方のみご家族揃っての面会。
地方単位の移動を無くして欲しい。
関東地方、近畿地方、東海など、地方内のみの移動にして、地方外自粛でだいぶ抑えられると
思います。
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介護（13件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/11/2021 22:25:39 30代

女性

その他

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
介護

1/12/2021 5:56:40 70代

男性

無職

介護

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

１水際対策急いでほしい２学校で陰性かどうか、登校の基準、(職員、生徒の)

こちらにあるように陰性証明で医師が忙しいのは良くない
トレースもできないから、登校まで一定の基準をつくってほしい
https://twitter.com/tomtom_tom3/status/1348254875449131011?s=1
9

参考にすべき著作や文献等

コロナ感染拡大を防ぐ方法
飲食店の営業時間を短縮しても、昼間には密になり感染拡大が防げない。
飲食店すべてで予約制を導入して、顧客が密にならない範囲で平準化する。
営業時間は短くしない。フランスで実際導入した経緯があると聞く。
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介護（13件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

1/8/2021 12:05:13 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
会社員(メー 孤独
カーの正社
員)

1/8/2021 18:11:05 40代

女性

パート

タイムスタンプ

ご職業

孤独

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

独身で友人も少なく孤独感を感じることが多い。
今の仕事を辞めて転職しようかと悩んでいる。
①ビジネス関係の入国を禁止されないのはおかしいと思います。日本人が移動を制限するよ
うに求められているのに海外からはOKなのは矛盾があります。
②地方（広島）に住んでいます。高齢の親と同居しているので自粛を続けています。東京ほ
ど感染者はいないのに、病床数に余裕がないのがとても心配です。地方にも目を向けてくださ
るようお願いします。
最後に、私は尾身先生のおっしゃることを信じて行動をしていますが、いろいろな意見があ
り、国民行動にばらつきがある気がします。政治家の方から、わかりやすいメッセージを届け
ていただけたらと思っております。

1/8/2021 18:52:35 20代

女性

主婦

孤独

早く新型コロナウイルスを指定感染症から外して5類にしてほしいです。新型インフルは外し
たと思います。もう1年経つのですからさすがに外すべきでありますし、医師や保健所も外す
よう訴えています。元の日常に戻してください。お願いします。

1/8/2021 19:03:50 40代

女性

会社員

孤独

一人親(小4、6歳)です。周囲には理解ある人もいますが、理解のない人もいて、無理解からく
る批判(なんで子連れで来るのか？(=密になる)等の意見や逆に子どもを置いていけないので参
加出来ないことへの批判等)に疲弊しています。
平日日中は小学校や保育園に行っているので預け先はありますが、夜間や休日はシッターがな
かったり、割高だったりで気軽に預けられません。無理解な人に従うのも嫌ですが、心が疲弊
していくことも終わりにしたいです。
上記の時間帯で児童扶養手当受給家庭へのシッター(会社)紹介や割引などがあると助かりま
す。(無理解な人は、一人親だけを対象にすると、それはそれで行政ではなく一人親を批判し
てくるので、完璧な案ではないです。誰もが気持ちよく利用できる制度を望みます。)

1/8/2021 19:55:04 40代

女性

なし

孤独

怖い 死にたくない 孤独

1/9/2021 7:19:00 40代

女性

主婦

孤独

コロナって何でしょうか？武漢熱じゃなぜいけないの？
回復した人の情報も発信してほしい
自粛する意味も分かりません
本当のことが分からないから
TVでは新規感染者が何人とかばっかりですが、そもそも
感染者じゃなくて陽性者じゃないんですか？PCR検査のこともどれくらい国民が分かっている
んでしょうか？
陽性＝発症ではないことを知っている人がどれくらいいるんでしょうか？
偽陰性、偽陽性がどのくらいあるのかも。
TVを見て今日も感染者が増えたって聞いて恐怖ばっかり増幅された家族に
どう説明したものかと悩みます。
感染することが怖いというより、もし感染した場合に14日間も隔離され身内も含め周りから責
められることの方が恐ろしいです。

コロナに感染したくない 外行っても人が沢山 関西にも緊急事態だし
てほしい

1 ページ

https://youtu.be/1RIzcLFv8
h0

孤独（9件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 11:37:02 30代

女性

無職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
孤独

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

指定感染症の延長撤廃し早急に解除、もしくはインフルエンザと同等の5類への見直し。日々
の感染者報告の撤廃、マスクやアクリル板など過剰対策の撤廃。間違った感染対策の訂正、き
ちんとした致死率の割合の洗い出し（明らかにインフルより低いのはわかっているはず）感染
者の差別をなくすならいちいち報告しなければいいだけ

どこに行ってもマスクだアクリル板だ消毒だ検温などという人を平
気でウイルス扱いする人権侵害行為がつらく、お国のお望みどおり
出歩くのが怖くなりました。人の顔を認識できないのが怖い。そん
な光景を強制的にみなければならない中、仕事をするのがつらく
なって仕事も辞めました
症状がない人にまでマスクを強要する世の中がとても怖い。
同じマスクの長時間着用は不潔でしかないつけたりはずしたりする
のも同じ

参考にすべき著作や文献等

旅行やエンタメを気軽に楽しめなくなっている最低な世の中をどう
にかしてください。
人間らしく生き生きと生きる、楽しむ、感情を露にする、友人達と
笑いあうことを制限するような行為は人権侵害、憲法違反にあたら
ないんでしょうか？
緊急事態だから人権なぞ必要ないんでしょうか。
コロナに罹らなきゃどうでもいいんですよねただ楽しいことをする
なという最悪な条件を突きつけて。
それで孤独に苦しんで鬱病や自殺を考えた選んだ人はコロナじゃな
いからどうでもいい扱い
不要不急のお仕事をしてる人はお国が不要といってますからね
不要不急ってなんですか？それって他人が決めていいものですか？
国は人殺しをしている自覚をもってください
無症状カウントも意味がないです。そこまでして恐怖あおって何か
したいのかわかりません

1/11/2021 15:32:10 40代

男性

会社員

孤独

いつまでも指定感染症にしているせいで過剰対策がなくならない。
いい加減にきちんと国民、現場で働いてる声を聞け
社会全体で個々人ができる対策について理解がされていないという印象です。単純な同調圧力 厚生労働省は保健所からの訴えをちゃんと聞き入れろ。
のようなもので見様見真似でやっているだけという感じが強いです。
TVを見ても、それが感染症対策として有効なのかどうかが疑わしい方法で対策をしているつも
りになっている番組作りがされています。
そういう点が野放しになっている状況では「正しい対策」なんて周知できるわけがないと思い
ます。
今回の感染症対策で対峙する相手はウイルスである以上、人間側の事情なんてものはお構いな
しです。そのような性質の物であることを、国、議会(与野党問わず)、国民が共有しなければ
ならないはずなのですが…、様々な議論や意見などを見ているとどうにも「他人事」のように
とらえられているのではないかとやきもきしています。
私の観測不足でしたら申し訳ないのですが、御党においても感染症対策に関するアナウンスを
支持者、党員向けにしていただけませんか。
内容そのものを伝えることが不可能であれば、厚生労働省の感染症対策のページを転載・引用
するなどでも構わないと思います。
もし厚労省の説明の内容が分かりにくいのであれば、その点を是正してもらい、様々な場所で
掲載しやすいようにしていくのも良いと思います。(厚生労働省のWebを見ましたが…PDF資
料が多く、スマートフォンなどで気軽に参照し辛いうえ、文章ばかりで訴求力に欠けます。)
立法府を構成する立場としては筋違いのことなのかもしれませんが、新型コロナウイルスへの
対応について法律面についてはともかくとして、個々人がどう対応すべきかという観点では与
党も野党も、政府も議会も関係無いと感じています。

つたない作文ではありますが、思いが伝わればと思います。
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孤独（9件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/11/2021 21:58:19 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
公認会計士 孤独
論文式試験
結果待ち
(23歳)
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

〇「会食」という表現が抽象的すぎて国民に真意が伝わりません

貴重な機会を設けて頂きありがとうございます。私自身、公認会計
士試験が３か月延期になったり、監査法人の就活担当者の方との面
談がオールオンラインになったりとハードな時間を過ごしました。
目下のところ、政府分科会はじめ菅首相から国民に向けて主として「会食を控えましょう」と どうか真面目に新生活様式を遵守する結果、叶わぬ恋に焦がれる青
いったメッセージを発信されていると理解しています。私はこのメッセージが、多くの国民か 年達を助けてください。お願いします。もうキツいです。
らすれば抽象的過ぎ、上手く腹落ちできていないなあと実感しています。
私の生活圏で遭遇した誤解について、具体的には以下が挙げられます。

１．会食＝偉いさんが高級中華の回るテーブルを挟んで行うといったイメージの、税務上の交
際費に該当するようなイベントとして一義的に誤解されてしまっている
２．会食がダメなら、宅飲みしよう、といった具合に、真意を掴めないまま、飲食店を利用す
ることそれ自体を控えるよう要請されている、と誤解している(客全員がマスク外して黙々と
食事することがリスクの相対的に低い行為と理解されていない)
３．会食＝夜のビジネスパーソンによる飲ミニケーションと解釈された
結果、昼の主婦/主夫による自宅に友人を招いたお茶会ないし飲食店等でのランチは、会食に該
当しないと誤解されている

以上は、私の理解では、「同居家族以外との唾を飛ばしあう交流は、いかなる局面であっても
リスクの相対的に高い行為である」という伝え方をすることで、ある程度の誤解を解消できる
ものと考えています。
ただし、留意すべきは、国民にとってほしい感染予防策の啓蒙は、NHK教育(Eテレ)の番組と
して放送しても耐えうるほどの強度が必要である点です。
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孤独（9件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 22:36:06 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
家族関係

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

ムーンショット計画を廃案にして下さい。人間は昔から密になり固
まって生活してきた。
ロボット化した未来では人間らしく暮らしていけない。マイクロ
チップいらない。
人と交わり、今まで通り楽しく生活を送りたい、ただそれだけ。

コロナ論

神奈川県で単身赴任中ですが、神戸まで帰る事ができなくなりました。
家には妻と小2の娘がいます。
家族と一緒にいる事、家族の絆を深める事が不要な事なんでしょうか。
不要か不急か等という主観的な事を他人が決めつけていい事なんでしょうか。
それそこ個人への人権侵害ではないでしょうか。
4月の緊急事態宣言の時も3ヶ月家族と会えず、久々に会うと子供は人見知りしていました。
あんな思い二度としたくないなと思っていました。
最近はほんとに生きがいを感じず、毎日死にたいと感じます。
緊急事態宣言は国民を不幸にするしかありません。
医療が逼迫してるなら指定感染症を外し全ての病院で診れる様にすればいいし、年間1200万
発症してたインフルエンザでは医療崩壊してなかった事との辻褄が合いません。
そもそも、未だに身の回りで死者どころか感染者すら見た事なく、みんな健康で何不自由無く
暮らしています。
身の回りを客観的に見て、何が緊急事態なのか、全く感じられません。
日常的に風邪をひいたっていいじゃないですか。
体調が悪くなれば病院にいけばいいじゃないですか。
少し前までは多様性が大事と言っていたのに、多様性を認めず、生きがいを奪い、暮らしにく
い疑心暗鬼の世の中を作る。こんな政策は間違ってると思います。
天皇陛下の御英断をお願いしたいと思ってしまいます。

1/8/2021 23:43:29 30代

無回答

会社員

家族関係

PCRのCT値の異様な高さ
日本のCT値は40〜45と高く、どんなウィルスでも反応してしまい偽陽性が増えている。
検査数も増えているので陽性者も比例して増えている。
今年はインフルエンザ検査しない代わりにPCR検査するんですね。
拡大して煽って煽りまくって政府は何をしたいのですか？
失業者が格段に増え困る人がもっと増えます。
緊急事態宣言で飲食店の時短営業。飲食店から感染するというエビデンスはあるのですか？
ウィルスは夜行性なのですか？
これ以上お店、被害を出さないで欲しい。これは人災だ。
コロナで亡くなる方はインフルエンザ同様の年配の方ばかり。
早急に5種にすべきです。
コロナワクチンは数ヶ月で完成した世界初の遺伝子組換えワクチン。安全性も不確かで、どん
な副作用になるか不明なワクチン。私はコロナにうつって免疫を獲得する方がより安全だと思
います。
海外では接種した大勢の方々が生活できない程の後遺症、亡くなった方もいる。
危険で安心できないワクチンを国民に接種させないでください。
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家族関係（8件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/9/2021 0:11:36 20代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
家族関係

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

●国の対策が遅い、中途半端
●家族内でコロナに対する価値観、理解度が違いすぎる(自分はコロナがこわくあまり外出でき
ないが、父親は毎日外に遊びにいくので心配)
●地方の親戚に会えない
●趣味の音楽関係のライブが全く開催されなくなった
●今の日本の状況で子供を産みたいと思わない
●友達の誘いを断り続けるのがつらい
●旅行に行けなくなった
●とにかくもっと教育に力を入れろ。大人の都合で教育の場を奪われ、イベント(成人式、文化
祭など)がつぶれる子供がかわいそう
●激務の医療関係者や保健所の方、以前のような収入が得られない飲食関係エンタメ関係の方
が気の毒でならない
●国民に外出制限を強いて、自分たちは会食三昧の政治家に怒りと疑問しかない
●政治家に年寄りが多すぎて専門家の話を理解できていない
●なぜ会見をオンラインにしないのか

緊急事態宣言が出てから1日目だが、周りの状況は全く変わっていな
い。
自分としては充分感染対策を行っているし外出制限もしているので
行動を変えるところもない。ただただ労働のみ強いられ、趣味も生
きがいも奪われた毎日の繰り返し。

参考にすべき著作や文献等

知人でコロナに罹患した人はいないが、増え続ける感染者に恐怖し
かない。
東京に住んでる以上、感染者数が0にならないと全く安心できない
し、以前の生活には戻れない。
本当に国民の意見を聞く気はあるのか。
コロナの感染者数が減ってほしい気持ちは国民みな同じだと思うの
で、もっと真面目に取り組んでほしい。

以上のことからとにかく早くコロナを0にしてほしい。都内在住ということもあり、毎日全く
安心できなくなった。どこに行ってもコロナを意識しなければならない。ストレスと不満しか
ない。
幸いなことに自分の労働環境や賃金は変わっていないが、それでも全く満足な生活が送れない
現状。
1日のコロナ感染者を500に減らしたところで上の問題は何一つ変わることはない。何も解決
されたと思えない。

1/9/2021 19:22:56 40代

女性

家族関係

解決策としては、最低限のライフラインを残して最低でも1ヶ月半の緊急事態宣言を出してほ
しい。感染者が0になったらその状態をさらに追加で1ヶ月維持し、達成できたら宣言を解除す
る。
もう国民のがんばりに頼るのはやめろ。
不和家庭が比較的多い地域で育ちました（自身も含め）。
そのため、昨年の緊急事態宣言で「学校も図書館等の公共施設も閉め、親を休ませ、子供はス
テイホームで守れ」といった声が非常に大きく、ほとんどの地域での運用もその通りとなり、
国として、イレギュラーな家庭環境にある子供たちへの特段の配慮がなかったことに「これ、
自分が子供の頃にコロナ起きてたらかなりあれだし、詰むやつも多かっただろうなあ･･･」と
感じていました（自治体によっては目配りしていたところもありました）。
空腹は水でも飲んでおいたらいいが、無料で一時避難できる場所もなく、街に繰り出すことも
できない。ウイルスの特性がわからず老人の散歩すらバッシングされていた当時の風潮では、
公園で時間を潰すこともできなかったと思います。
神待ちで外れを掴み被害者になるリスクと、不機嫌な親と自宅にいるリスク。遅くとも中学生
ぐらいになれば子供なりにか検討しますが、結果としてどちらがマシだと判断するかはその子
にしかわかりません。
今回、最終的にどこまで地域および行動抑制の範囲が広がるかわかりませんが、一部の教室を
開ける、地域の図書館・公共施設はガイドラインを定めたうえで開館をお願いするなどの配慮
が対象地域全体としてなされるよう、対策をお願いしたいと思います。

1/10/2021 22:38:16 50代

女性

家族関係

すでに多方面から指摘されているように、現政府のコロナ対策は利権や私利私欲に塗れ、すべ
てが後手後手に回ってしまっているため、感染阻止と経済保護いずれも中途半端なままの悪循
環が続いています。
すでに国民は自民公明連立政権に見切りをつけているにもかかわらず、政権を任すに資する野
党がないために、この怒りや嘆きが政治への動きとなっていないという悲劇の中にいまの日本
があります。
どうか、国民民主党がそのような不満を抱える国民の受け皿となるべく、もっと存在感を示し
てください。

2 ページ

今のコロナ禍の状況では限界があることは承知していますが、国民
民主党はその目指すところを示し、この日本を国民のための国とし
て再生させるべく、さまざまな無党派層に呼びかけ、次政権を担う
野党として飛躍する2021年にしてください。

家族関係（8件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

1/11/2021 16:47:03 60代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
家族関係

1/11/2021 19:15:01 30代

男性

家族関係

タイムスタンプ

ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

今は、煽られた新型コロナ恐怖心による空気にて、科学的根拠なしに隔離、自粛が強要されて
いる事が最大の問題だと考えます。今の対策に問題提起されている専門家の方も数多くおられ
ます。
いきいき健康チャンネル『無症状感染の有無』(youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=8t3BHu4ZONk
特番『日本コロナの真実とは？コロナ狂騒曲の真相と処方箋』ゲスト：大阪市立大学名誉教授
井上正康氏
https://www.youtube.com/watch?v=v2_mC9VNUSs&t=1281s
書籍「PCRは、RNAウイルスの検査に使用してはならない」徳島大学 大橋 眞 名誉教授(感染
症、免疫学）など
新型コロナウイルスの指定感染症（2類相当以上）の解除または少なくとも5類への変更。
PCR検査の中止または少なくともサイクル数を下げるを至急お願いします。

国会での厚生労働省回答でも分かる通り、PCR検査陽性は感染を意
味していない。
また、厚生労働省事務連絡(令和2年6月18日)の「新型コロナウイル
ス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」にて「新型コロナ
ウイルス感染症の陽性者で、入院中や療養中に亡くなった方につい
ては厳密な死因を問わず公表、連絡」との内容の通達がなされてい
る。
この事より、PCR検査陽性に基づく数値(感染者、重症者、死亡者)は
正確性に欠ける。
この数値に基づく政策は混乱を招く事となり、実施すべきではな
い。
最近の医療費の動向 [概算医療費]（令和２年度８月号）を見ると、受
診延日数の伸び率（対前年同期比）で見ると、2020年3月より落ち込
んでおり、特に4月、5月、7月の落ち込みは二桁(最大は5月の18.5%)
となっている。
この現象の要因の一つとして、PCR検査が陽性となった場合、本人
の隔離はもちろん、家族・会社を含め周りの人に迷惑がかかる事を
恐れ、体調に問題があっても容易に受診出来ない事が考えられるの
ではないだろうか。
体調が酷くならないと病院に行けない(行かない)のであれば、重症化
を助長している様なものである。
早期治療と言う本来の姿を歪める事になっているのではないだろう
か。
新型コロナだけでなく、日本全体の疾病状況、死亡者数も見て決め
られるべきである。
昨年10月までの死者数を見ても増加していない（むしろ減ってい
る。月別の死者数も前年と同様に推移している(人口動態統計速報)）
「免疫学的に見て、新型コロナウイルスは自然免疫でも対処できる
7月ドイツと8月イギリスで知り合いと会う予定です。向こうがダメ

参考にすべき著作や文献等

気にしている事は、ワクチンについてです。
既に12月頃から、欧米のニュースではワクチンによっていつ正常化できるか？といった報道が なら仕方ないですが、一刻も早い正常化を祈っております。オリン
されています。英米は4月までにワクチン接種による集団免疫で国内正常化を目指すと(英国は ピックがあるので、その部分だけは真面目に仕事をしてくれるもの
遅れるようですが)。イスラエルに至っては2月に正常化を目指しています。それであるのに、 だと思っていたのですが。
日本においてはオリンピックが7月にあるにも関わらず、出口戦略があるように全く見えませ
ん。
厚労省資料によると、日本では2月下旬にまず医療従事者1万人へ接種となっています。これは
イスラエルでは1日15万人が接種している事と比較すると驚異的に遅いペースです。そもそも
わざわざ言う必要がある事であるのかすら疑問に思います。またモデルナのワクチンについて
は日本での治験が今月からで、未だ始まってすらいません。既に他国でワクチン超大量接種が
始まっている状況で、今更第1層第2層の100〜200名程度の臨床試験をこの緊急時に行う意味
はあるのでしょうか？法律には疎い為、飛ばす事が出来るのかについては存じ上げないもの
の、この緊急時においては正直有り得ない対応だと感じます。また1日摂取数を大幅増加させ
る為には、アストラゼネカのワクチンの一般病院での接種が必要であると思いますが、こちら
も未だに承認がされていません。
欧米でvaccine raceと報道されている状態であるのに、日本では全く「どうやって・いつまで
に終わらすのか？」といった報道も流れない事に暗澹たる気持ちになります。私個人としては
オリンピックについては全く興味は無いのですが、今からでも
・今の蔓延状態に対し、国民に対し終了までのプランを示し理解を得て、強硬策を実施し新規
感染確認者を減らす
・保健所/医療の負担を軽くし、ワクチン接種の方への対応へシフトさせる
・低温保存不要のアストラゼネカのワクチンは、3月から年齢職種に関わらず個人で受けたい
人が病院で受けれるようにする
・入国者は2週間ホテルで隔離(何故これを昨年春から実施しないのか)
位やれば出来ると思うのですが、残念ながら現状は、夏休みの宿題を口だけやるといいつつ全
く最後まで手をつけない子供の様にしか見えません。ただし今回は最終日に全部やる事は不可
能ですが。
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家族関係（8件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/12/2021 8:21:41 40代

男性

団体職員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
家族関係

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

・コロナ対策による社会の分断の防止
政治の国民に対するメッセージが明確でないことにより、社会の分断が進んでいると思われ
ます。
日本における感染症としてのリスクを適切に把握した上で、過度な抑制策を講じることなく
リスクの高い方の心身の健康を確保できるようにして、この感染症があっても正常な社会運営
が可能となるようにする（収束がウイルスの排除ではなく、社会的な意味であることを明確に
する。）というような、明確な指針を示し、国民が大枠について共通の課題設定ができるよう
にしていただきたい。
今回の緊急事態宣言は、今後の状況の見通しが示されていない上、対策としての合理性、関
連性を欠くため、国民に正しくメッセージが伝わっていないと考えられます。
・持続可能な感染症対策の実施
抑制策によれば、経済停滞による失業等や自殺のリスクが生じ、経済を優先すれば、感染に
よるリスクの高い高齢の方等の感染リスクが高まります。野党としての提案である以上、与党
の提案に代替する提案とすることに加え、施策の反対利益に細やかに配慮した提案をしていた
だきたいと思います。
例えば、正常な社会運営を進めるために高齢の方等の隔離を厳格に考えるのであれば、リ
モートや、感染対策を徹底した上での家族等との面会、接触の機会を確保する等、高齢の方等
のＱＯＬに十分配慮して、それらの方を社会から切り捨て、社会の分断を深めないような施策
となるようにする必要があると考えます。
具体的には、そのような配慮の必要性や、実施に際しての具体的な注意事項等に関するガイ
ドラインを示すことなどが考えられます。
・個人の権利保障等の徹底
司法的統制が及びにくい行政指導的な規範や社会の空気により、表現の自由、営業の自由、
教育を受ける権利等の個人の権利が安易に侵害される状況が生じていると考えられます。非常
事態であるからこそ権力の濫用が行われやすい状況であることを踏まえ、裁判所の正常な稼働
の確保を含め、国会からもそのような権利侵害が行われないように働きかけていただくととも
に、施策自体が権利侵害を伴うものでないか、仮に伴うのであれば代替としてどのように補償
するかを常に考えた提案としていただきたいと思います。

国民として意見を提出する機会を設けていただきありがとうござい
ます。様々な意見がある中で、集約した提案を取りまとめられるこ
とは困難を伴うと思いますが、本件のような取り組みを含め、この
状況が将来の日本の在り方を考えるためのきっかけとなるようなも
のとしていただけるとありがたいと思います。
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家族関係（8件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

年代

性別

ご職業

1/8/2021 14:35:17 20代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
出産

1/8/2021 14:47:21 20代

女性

会社員

出産

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

両親学級や立ち会い出産が中止や延期になり、妊婦向けのサービスがコロナ前と比べて十分に
受けられていない。オンラインのサービス拡充をして欲しい。
また、家族の勤め先はテレワーク導入しておらず、毎日出勤しており感染の不安が大きい。国
が役所や企業にテレワークや時短の働きかけをして欲しい。
夫は日本企業で働く外国人だが、とても感染症対策に気を遣っている。コロナで外国人居住者
に対するバッシングが散見され、大変心を痛めている。納税して社会保険料もきっちり納めて
いる外国人に対しても保険診療を受けさせるな等という極端な意見が見られるが、抑制できな
いものか。

政府与党と協力あるいは前向きな議論をお願いします。提案型、期
待しています。未曾有の事態なので、全て100点の政策は無いと思い
ますが、必要な所に必要な支援と対策、罰則をお願いします。
批判的意見ばかりに流されず、筋の通った政策をお願いします。

「課題」
・妊婦健診に行く事が怖い。
・数少ない地元の産婦人科でクラスターが発生した時、出産難民になる。

万一の事を考え、お産婆さんの情報や
自分で臍の緒を切る方法を調べている程、不安に感じています。
正直、想像力に乏しく、リスク回避ができてないと思います。
制度が確立される為に、どこかの県で、出産難民により赤ちゃんが
死にました。といった事が起きる事を待ち望むべきなのでしょう
か。

「解決策」
・わがままかもしれませんが、産科のない婦人科に行ってもらう。
それが無理なら、時間帯を分ける。
・お産婆さんなどに協力できる体制を作っておく
1/8/2021 22:01:16 30代

女性

出産

参考にすべき著作や文献等

年代別の死亡率を見るとどう考えてもここまで経済その他全てを犠牲にしてまで抑え込む必要 たった一人の感染者で産院を急に転院、マスクで出産、立ち会い不
がある感染症だとは思えません。新型コロナをインフルエンザ同等の感染症指定(5類)にするこ 可、出産後の家族の面会遮絶、…過剰なコロナ対応のためにそんな
とが一番の解決策だと思います。
ことはしたくありません。
コロナの死者数には、別の死因によって亡くなってもPCRでたまたま陽性だっただけの方が多
く含まれるという情報を目にしました。
たとえば交通事故や自殺、脳動脈瘤やくも膜下出血で亡くなった方がたまたまインフルエンザ
にかかっていたら、死因はインフルエンザになるのでしょうか？
報道では感染＝悪いこと のようになっていますが、感染した後の経過が問題です。治れば問
題ないのです。
クラスター発生、等と言っても、全員が回復すればなんら騒ぐことではないはずです。
そもそもPCRで陽性＝感染 ではありません。
死者や感染者数のカウントの方法を改めて、正しい死亡率を出していただきたいです。最初の
頃に比べれば対症療法等で死亡率も下がっているそうです。
医療逼迫については、感染症指定を5類に落とせば解決すると思います。
現在の過剰対応をしなくて済むのであれば受け入れる病院も増えますし、全数把握全数消毒も
しなくてよくなれば病院での風評被害や田舎での個人特定や差別もなくなると思います。誰も
その病院でどれだけインフルエンザ患者が出たかなんて知らないのではないでしょうか。全数
把握が無くなればマスコミも毎日感染者(陽性者)の数だけを大きく報道することができなくな
るため、世間の過剰な恐怖感を緩和できるのではないかと思います。病院や保健所での処理も
楽になります。
田舎ではほとんどの人はコロナの病状そのものよりも、差別によって住まいを追われたり会社
が特定されて潰れる等、つまり社会的な死を恐れています。せっかくコロナが治っても元の人
生が戻ってこないのです。
人はコロナでしか亡くならないわけではありません。コロナだけを特別視するのではなく、
もっと広い視点で見るべきと思います。このままでは経済困窮による自殺者がコロナの死者を
上回ると思います。
高齢者施設はコロナ前までも、インフルエンザ蔓延を防ぐため入り口で消毒等していたそうで
す。それで十分なのではないでしょうか。
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タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが当事者として感じてい
あなたが感じている課題や解決策
る課題に最も近いカテゴリー
国家資格•職務上、必要な民間資 前回の緊急事態宣言にて延期、中止となった資格試験は多くあります。その繰り越しや年に複
格試験について
数回ある試験は1月〜3月に設定されているものも多いです。ここで具体的な基準を設けない緊
急事態宣言が発令されると、資格試験が自粛をし、その年度の資格合格者が誰もいないという
ことになりかねません。
その場合、学生や私のような新入社員は人生設計を大きく狂わせてしまう場合もあります。
そのため、感染リスクが限りなく低い『資格試験は中止にしなくても良い』等の明確な基準を
設けていただきたいです。
個人的な立場なのですが、ここで資格が取れないと会社を辞めざるを得ません。
何卒、政府への進言をお願いいたします。

年代

性別

ご職業

1/8/2021 10:06:43 20代

男性

会社員

1/8/2021 10:08:22 20代

男性

大学院生

感染対策に伴う罰則の有無につ
いて

緊急事態宣言発令に伴い、罰則の有無を巡って議論があります。自分としては、事業者等に対
する行政罰則ないし刑事罰則も用意して構わないと思っています。無論、これを設ける以上
は、相当レベルの補償がなされなければなりません。国債発行なりなんなりで補って、大規模
財政出動の覚悟があるのであれば、ぜひ罰則を設けてください。また、罰則を設けるに当たっ
ては、いわゆる自粛警察に対する罰則も並列で設けてもらいたいです。営業していること自体
に対する弾圧的行為は、社会の分断を生むことになります。①大規模財政出動、②自粛警察
への罰則 の条件付きで、事業者等に対する罰則も設けてもらいたいです。

1/8/2021 10:21:08 40代

男性

会社役員

政治

コロナ禍で思うのは、なぜ選挙までして選んだ首長や議会がまったく機能しないのか。
地域のことを一番わかってるのはその自治体。
コロナ対応にしても国の一律な方針にそぐわない場合もある。
やる気が無いのか、やる能力が無いのか。
権限や財源が無いという話は眉唾物。

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

私はLINEでの党員登録、党首選の投票が出来ると知り、人生で初め
て政党の党員になりました。
23歳で党員になる人は珍しいかもしれませんが、私が今最も信頼で
きる政党が国民民主党だと思っています。
政争に明け暮れ国民の目線を見失った既存の政党にはない強みがあ
ると信じています。

医療施設や介護施設のクラスターを防ぐ案はその地域の人にしかできないと思う。
郊外中核都市でモデルケースとして試験的にできると思うんだけどな。
1/8/2021 10:35:13 40代

男性

会社経営

ニュース、ワイドショー

連日報道されるニュース。ワイドショーの問題です。極端に偏向された内容の番組が連日放送
される事により、同居の両親の心は完全に壊されています。一部、出演者の中には、少々煽ろ
うが、後で大したことにならなければそれでいい、警鐘をならしているのだから問題ないと
いった言動を平然とするものまでTVに出ています。国民に対しての攻撃ともとれる内容が、毎
朝毎朝繰り返されています。適度に恐れるという観点から、こちらより様々な安心できる材料
を提供しても、TＶの内容を完全に信じており、こちらの話は全く聞きません。高齢者である
ため、残された時間を極力心穏やかに過ごさせてあげたいという思いのみなのですが、家庭内
の分断が深刻な状況です。そして、何より本人達の心です。全国的にもこのような家庭内の問
題はかなり多いのではないかと考えられます。視聴率をとる為に、国民を煽り倒し、いわば、
情弱な高齢者を攻撃しつづけているのが現在のニュースやワイドショーだと思います。新型コ
ロナの様々な解決すべき問題はあると思いますが、このワイドショーの問題も大きな社会問題
だと思います。政治家の方々から、このような問題に言及されている方を知りません。思って
いても、自分たちが槍玉にあがるのを恐れて何も触れていないようにも見えます。解決策は私
どもには思いつきません。政治家の方々に是非考えていただいて、苦しんでいる、特に高齢者
を救っていただきたいと強く思います。是非、よろしくお願いします。

1/8/2021 10:51:45 50代

男性

自営業

コロナ対策の政府自民党の振る
舞い、行動最悪としか思えな
い。

感染者を減少させ、生活困窮者を救済させる。事業者も救済する。

自公政権では、国民の今のくるしみがわからない。

1/8/2021 11:11:13 50代

男性

会社員

日々の通勤について

日々ご苦労様です。地域柄片寄った意見になる事をお許し下さい。現在、テレワークが増えて
いますが100％とは行かず出勤する事も有り、その1回の出勤も直面するリスクは100％なの
で、記させて下さい。ＪＲ東日本東海道線を利用しますが、駅間が長い割に窓開けたがまちま
ちで換気に不安を感じます。空調で6〜8分に一度・・と放送されますが、この計算ですと川崎
〜品川は一度も換気されません。窓開け啓蒙やコロナ対策について車内放送で当社ホームペー
ジをご覧下さい・・・と言われても車内では観られません。言いましたよ〜の実績残しなら駅
や車内ビジョンでの告知、車内、駅での放送の頻度増など積極的な告知が必要かと感じます。
ＪＲ以外成田〜羽田を間接的に結ぶ京急も窓開けが少ないです。また、車内、駅構内での飲食
もマスクを外しますので禁止が望ましいと感じます。特にアルコール飲料については飲食店同
様時間を定めて販売自粛が必要だと思います。経済との両立も不安の中では健全ではありませ
ん。小さな意見ですが、ご一読ありがとうございます。

列車によりますが夕方〜夜間の南武線の乗車率の高さは閉口しま
す。編成が６両と短い事も有りますが検証が必要かなと思います。
また、乗降客数が多いＪＲ東日本品川駅構内の東京寄り乗換通路の
化粧室の洗面台に石鹸が無いのもどうかと感じます。私的な意見で
すみません。対案を出す野党・・・応援します。

1 ページ

その他・独自入力（208件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
心の平穏

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

1/8/2021 11:57:16 60代

男性

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1/8/2021 12:15:05 30代

男性

建築業

コロナ自粛による経済景気の停
滞による不景気

緊急事態宣言、コロナ自粛強制で不景気になった日本を財政出動で浮揚させる

コロナ自粛強制で日本の経済景気はボロボロです一刻も早く大規模
な一律給付金と消費税減税をお願いします。破壊してしまった経済
は簡単には戻りません

1/8/2021 12:18:11 30代

無回答

会社員

小売業

経済の通常運転と医療体制の計画的運営

1/8/2021 12:25:09 20代

無回答

自由市民

社会そのもの

国民民主党というファシズム政党がとても危険だと感じています。

昨年の緊急事態宣言で飲食店や都心の小売業は壊滅的なダメージを
受けましたが、地方や郊外のスーパー、ホームセンター、量販店は
平年を遥かに上回る需要で大変な混雑となりました。今回も同様の
ことが起きると思われます。都心の人出が減っても、郊外の住宅地
の小売店では客が殺到して普段よりも密になり、感染リスクも上が
ります。緊急事態宣言は、感染リスクを都心から郊外へと移転する
だけで、なんの解決にもなりません。
一方で収益としては郊外で商いをする会社は大幅プラス、都心はマ
イナスです。飲食店が破綻に追い込まれる一方でスーパーは大繁盛
です。緊急事態宣言によって市場経済は歪められ、不当に得する企
業、個人がでる一方で、不当に損をして廃業する企業、失業する個
人が生まれます。この一年、市場経済がどれほど政治で歪められ、
不必要な犠牲を生んだのでしょうか。与野党ともによく考えていた
だきたい。
そして、どんなに厳格なロックダウンを行ったところで自由と民主
主義のもとでは最終的にコロナを撲滅できないことはヨーロッパ諸
外国の事例を見れば明らかです。コロナを抑え込めているのは中
国、韓国、台湾など全体主義国家か戦時体制の国家だけです。もち
ろん、疫病対策のために自由と民主主義の根幹を投げ捨てるような
ことがあってはなりません。
自由と民主主義を保ちつつ、正常な市場経済を動かす。そのために
必要なのは、キャパシティの不足する医療体制をどのように運転す
るかの議論です。すべての人を救う医療リソースがない以上、優先
順位をつけて対応するべきです。80代の老人にエクモを使う必要は
あるのでしょうか。そういう議論を行い結論を出せるのは、選挙で
国民に権力を託されている国会議員だけです。このまま行けば、医
療現場ではやむを得ずトリアージを行うことになります。そうなる
前にきちんと政治の場で優先順位を決めるべきです。それができる
まるで戦前。あろうことか普段から自由や人権を叫ぶ御党から「刑

菅総理は、7日の記者会見で東京オリンピック・パラリンピックの実施について記者から問わ
れ、大会中止を明言しませんでした。
私は、フットワークの良い国民民主党には、東京オリンピック・パラリンピック中止を求める
行動の、先頭に立って頂きたいと思います。
今は、全力をあげてリソースをコロナ対策に集中すべきときです。また、緊急事態宣言は出し
ます、オリパラの準備は粛々と進めますでは、危機感を伴った国民へのメッセージになりませ
ん。オリパラの準備を中止するという大きな決断を国民に示すことで、危機感が共有され、連
帯感が生まれると思います。さらに、中止で浮くリソースをコロナ対策に傾注できるし、そう
すべきです。
感染力の高い変異種も猛威を振るい、今後どのような変異種が現れるのか、だれも予想ができ
ません。数ヶ月以内にWHOがパンデミック宣言を解除する見通しも、全くないでしょう。
仮に、オリパラの関係者を優先的にワクチン接種をすれば、オリパラは国民の健康を置き去り
にするのかという、当然の批判もでてきます。
大きな痛みを伴う緊急事態宣言なので、できるだけ短期間で効果が得られるようにしなければ
なりません。そのためにも、オリパラ中止の決断は重要だと思います。

事罰」、しかも懲役刑という信じがたい提案がでた。補償があるか
ら、と言い訳するが経済活動の自由そのものを脅かす大変危険な発
想だ。結局あなたたちのようなヒーロー気取りの全体主義者が戦前
の対米開戦を煽りイケイケドンドンしたのだろう。玉木氏にも伊藤
氏にも激しく失望だ。緊急事態宣言などという馬鹿げたパフォーマ
ンスを真っ先に主張していたのもあなたたちだ。少しは恥を知れ。
山尾志桜里議員は今こそ先陣きって反対すべきではないか？全員見
損なった。結局この国には本当に自由で寛容な社会を守ろうとして
る人なんていないことがわかった。エセリベラリストの妄想やお花
畑の政治ごっこにはもう付き合いきれない。

2 ページ
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タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 12:29:46 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
経済

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

山口県内の小売店で働いています。
Gotoキャンペーンをしていた頃は例年並みに売り上げが戻っていましたが、Gotoキャンペー
ン中止が発表されてから売上が昨年の二月、三月以上に落ち込みました。

国民民主党のみなさんだけが頼りです。
よろしくお願い致します。

参考にすべき著作や文献等

努力や工夫でどうこう出来る段階では無いです。
雇用を維持するための事業者への支援と消費促進を誘発させるための家計への支援、その両方
が必要だと思います。
1/8/2021 12:30:03 40代

男性

会社役員

企業経営

①街中でマスクをせずに活動している方が相変わらず多い。スーパーで買物する高齢者。業 とにかく自民党及び政府の施策に歯がゆさを感じます。あれだけ大
務車両で同乗する労働者。喫煙スペースでタバコを吸う方。マスクが顔のサイズにあっていな 勢の政治家（国会議員全体では700人）がいて、この施策はいった
い、鼻が出て吸引してしまっているなどもあり。
い？という感じです。
→今一度、何がだめでどうすべきか、イラストでまとめて国民に周知すべき。
国民や医療関係者、自衛隊等などにあれこれ指示する前に、国の
②20時以降経営しているのは、飲食店だけでなく、様々な業種がある。当然営業活動への影 リーダー達がもっとまともに活動して欲しい。
響は大きく、営業短縮を要望されていなくても、来客は無い。その点が全く配慮されていない
今回の政府の施策。同列とは言わないまでも、半額程度の営業補償は頂きたい。

③国民には自粛を求めておきながら、政治家は会食をしてもOK、海外からの入国はOKと、ど
こをどう考えればそういう発想になってしまうのか、全く理解できない。政府の方は、病院で
治療にあたる最前線や、傷病ホテルの見学に行って、実態を確認して頂きたい。

④③の施策では、2月も感染が収まる可能性は低い。そうすると、2月も営業活動が活性化せ
ず、事業の継続性に疑義が出る。資金繰りの問題ではなく、前向きな営業活動に対しての意欲
が減退するという意味で。
⑤細かい話だが、政府の記者会見でも多くの付添や記者が狭い空間で仕事をしている。まず
はそこから、リモートにしてはどうか？政府高官の安全も確保されるし、感染リスクも低い。
リーダー達がそういった姿勢を見せれば、テレワークも進むはず。

1/8/2021 12:33:21 30代

男性

会社員

コロナ対策について

緊急事態宣言について

色々と述べたいですが長文になるので箇条書きで書きます。
一律6万円の協力金について→月に180万円の純利益を出す店という
のは平時にあまり無いと思う。都会では営業実態の無い飲食店がで
きはじめている(単に協力金を貰うためのペーパー店舗)という話もあ
り、反社に税金が流れてないか調べる必要があると思う。
そのために、一端１日6万配るが後に利益部分には高い税金を掛け
る、その為余ったなら店側に返金させるとかの措置を講じる必要が
あると思う。
次に、また、全国民に10万円でも配って1週間なり２週間、自宅待機
させるなどの措置を全国に発出させる必要があると思う。
その事で一時的にでも医療関係者の負担を減らすことが出来ると思
う。
なぜ、自分等に都合の良いことに金は出すのに国民に配るのにここ
まで慎重になるのか。理解できない。

3 ページ
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タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 12:34:11 30代

女性

ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが当事者として感じてい
あなたが感じている課題や解決策
る課題に最も近いカテゴリー
DV、共同親権・共同養育の防止 DV防止法および児童虐待防止法、ストーカー規制法の改正と強化、面会交流の強制をやめる
（民法766条の改正）

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

Twitterで「共同親権」を検索すると、DV被害を訴える人を嘲った
り、子供を連れて避難することを「連れ去り」「実子誘拐」と非難
する共同親権および共同養育推進の方（多くは離婚したお父様）が
多くなりました。
私含むDV被害を受けたひとり親に対して「これでも食べておけ」と
昆虫食の投稿をされたり（バッタのような昆虫でした、世界で蝗害
が起きているから？）、「土手なら水もあるし雨風も凌げる」「ド
ヤ街で売春しろ」など心ない発信を日々されています。
たぶん今は違反のためどれも削除済と思いますが、スクショが出
回って残っていますのでご確認ください。

ランディ・バンクロフトの
著作本全て（DVについて
論じています）、NPO法人
レジリエンス「傷ついたあ
なたへ」（DV被害者の治
療本）

マイノリティはいつも政策が後回しになりがちですが、DVが社会問
題になり面会交流に絡んだ実父による児童への性被害や殺人事件が
起きているいま、これら法改正は早急にお願いしたいと思っていま
す。
ぜひよろしくお願い致します。
別件ですが、コロナ禍の現在、憲法改正は全く不要不急ですのでコ
ロナが落ち着いた以降別の機会にお願い致します。

1/8/2021 12:36:07 50代

男性

無職（早期 アルバイト達の困窮
リタイア）

若い飲食業アルバイトの人達が働けず困っています（生活困窮）

1/8/2021 12:36:59 30代

男性

コンサルタ 政治、権利
ント

日本は法治国家です。つまり法律的に措置をしない限り私権を制限はできないはずです。それ
にもかかわらず、緊急事態宣言という何の法的根拠もないもので営業や学業の自由を制限する
ことは完全に法治国家としての国の体制を放棄し、戦前の同調圧力による戦時体制と変わりま
せん。これは野党が散々批判してきたものだと思います。
つまり今回の措置は法的に問題がある上、その根拠が極めて曖昧であるという問題がありま
す。

飲食業の人達と話しをするとアルバイトが雇えず、申し訳ないと
言ってます。
またアルバイト達もお金が稼げず困っていると言っています。
このままで本当にいいのでしょうか。補償も必要かもしれませんが
まずは事実に目を向けて欲しいです。
それは明らかにインフルエンザより死亡率が低い、無症状者も多い
ということ。
そして【無症状者の病人扱い】っておかしくないですか？
インフルエンザより影響のない病気であることはデータ上事実であ
ります。
このことから指定感染症2類から5類への変更は何ら問題なく、指定
病院内で
起きている医療崩壊も緩和出来、経済活動の足かせも無くせます。
与党と政府への進言、ご検討何卒宜しくお願い致します。

小林よりのり、泉美木蘭
共著 「新型コロナ 専門
家を問い質す」
小林よりのり著書 「コロ
ナ論」「コロナ論２」

そこでこうした同調圧力による政治はやめ、早期に立法的措置をすべきです。また緊急事態時
に私権の制限をするのなら憲法改正も行うべきです。
加えて、政治が決定を行う際何一つデータを出さず、そのプロセス・根拠が開示されない、ま
たは伝わってこないのは大問題だと考えます。国会議員は政府に対しそのプロセス・データの
開示、中継をさせる立法措置をすべきです。またデータで物事を判断する議員を増やすべきで
す。
今国会を閉じている場合ではないはずです。国民が苦しんでいるのにいつまで冬休みを取るつ
もりなのですか？普通の会社なら既に休みは終わっています。高い給料もらっているのだから
それに見合った仕事をして下さい。
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タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 12:38:20 40代

男性

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
公共交通機関

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

宮崎県に住む自営業です。
年末に妻が体調を崩し、咳、のどの痛みなど呼吸器症状があったのでコロナ相談センターに電
話し、紹介された医療機関で受診しましたが、医療機関にコロナ相談センターからの紹介と伝
えて受診したにもかかわらず、診察終了するまで症状に対することだけでコロナウイルス感染
症のことについては全く言及されず困惑しました。
最後に「コロナではないという診断ということでいいんでしょうか？」と質問したところ、そ
れには答えてもらえず検査の有効性への疑いなどの説明が始まり、検査しても意味が無いんだ
と説得を受けているような気持ちにさせられました。
更に、重ねてコロナではないのか？と念を押すと、それは何とも言えない、という返事。この
あたりでこれは検査拒否なのだと感じました。
その後多少の押し問答の末、保険適用での抗原検査のみ受けて陰性ということでほっとしまし
たが、このような末端での検査拒否が他の医療機関でも行われているのではないか？と非常に
不安に感じました。
こういうことが行われているとコロナの収束など不可能ではないかと思います。

国民民主党玉木代表の提言する政策は極端な所が無く、現実的で、
論理的で強く支持できると感じています。規模が縮小して色々大変
だとは思いますが、次期衆院選では地元選挙区に公認候補が立つこ
とを期待しています。

参考にすべき著作や文献等

また、私は地方から見ていて思うのですが、満員電車での感染の危険が日本では全く語られて
いないように見えるのですが、どうなっているのでしょうか？
東京の経路不明7割というのは電車での感染だとしか思えないのですが、電車で感染したとい
う報道は全く見られません。
イギリスの感染対策を見ると危険度が下から二番目の段階で可能な限り移動を避けるように、
移動が必要だとしても可能な限り公共交通機関の利用を避けるようにという指示が入ってい
て、これには深く納得するところです。
それに対して日本ではこの部分があえて無視されているように感じます。

国民民主党の方々にはこのあたりの追及をお願いしたく、ご意見させていただくことにしまし
た。
1/8/2021 12:45:12 40代

女性

家事手伝い コロナ対策

コロナの感染拡大について、日々テレビで、医療現場の崩壊と報じられていますが、コロナの
感染拡大を防ぐのは国民の皆様一人一人の心がけが足りていないと私は思います。感染経路不
明と書かれているけど、ほとんどの人が、マスクはしていても鼻は出てる方が多いです。テレ
ビでも良く、鼻を出してインタビューに答えられている方や芸能人の方もおられます。コロナ
に関わらずウイルスは鼻からも感染します。その事を、もっと国が発信すべきだと思います。
さらに、ポリエステルやマウスシールドは飛沫感染の確率が高いのは医療現場の方も仰られて
います。その事も発信して欲しいです。ただ、マスクの着用と発信するだけでは、この先もコ
ロナに打ち勝つことはできません。その事をもう一度、国のトップに立たれる皆様で考え、動
いていただきたいです。よろしくお願い致します。

1/8/2021 12:51:55 60代

女性

デザイナー コロナは茶番
（自営）

コロナ茶番によるショックドクトリン

経済崩壊、人々の分断、貧困化、ワクチン、AI管理に徹底的に抵抗！
平塚さんはちょっとチャラいけど応援しています。
官邸前とかでの演説のBGM太鼓はやめて下さい。
せっかくの演説にケチがつきます。
渋谷では良いと思いますが。

1/8/2021 12:55:49 60代

男性

会社員

経済と安全保障

コロナの情報がデータとして全く出てこないのに、Gotoやめろ、医療崩壊だ、緊急事態宣言だ
と騒ぎ立てている。国も知事も医師会も騒ぐのにデータで説明はされていない。何故出さない
のか？出すとまずいのか？野党も底を追求しない。
まずはデータを地域ごとに細かく出して、自分が住んでいる地域はどういう状況なのかを知ら
せる必要がある。その上で対策徹底や行動自粛、休業などのお願いをする必要がある。住民が
自らこういう行動したから自分の地域はどうなったと実感でないと公衆衛生は実現できない。
予備費をたくさん使っていないのに何故休業補償や時短補償が少ないのか、医療従事者へ手当
を大幅に増やし、休職や感染病院以外の病院職員からの応援を増やし、対応している医療従事
者の負担軽減をすべき。
でも、具体的なデータが無いのでどこまで医療が圧迫されているのかが誰にもわからない。印
象やイメージや想像で施策を計画しては皆が混乱する。
現にGoto中止しても感染者は増えている。誰も指摘しない。

首相がビジネストラックを止めずに緊急事態宣言を行った。誰も納
得はしない。でもマスコミはそこを報道しない。マスコミは世論で
は無い。
国民が直接世論としての声をあげる方法を教えてほしい。
無いのであれば作ってほしい。
Twitterのハッシュタグでこのような意見が数万件あるとかが政府に
分かるようにしてほしい。
首相官邸ＨＰの意見投稿で良いのであればそちらに投稿するように
したいがいかがなものか。

1/8/2021 13:12:12 60代

男性

感染拡大の防止策

感染拡大を防ぐには、人との接触を少なくすることで「特に20代、30代の無症状感染者がウ
イルスをバラまくのを止めること」です。そのためには、まず、PCR検査数を増やすことで
す。

https://ameblo.jp/akuzawaakuzawa/entry-12648824023.html

緊急事態宣⾔の発令に関し
て、グローバルダイニング
代表・⻑⾕川の考え⽅
（2021年1⽉7⽇現在）
http://www.globaldining.com/news/2021/01/
07/11929/?fbclid=IwAR1k_
1-q-efwNjKhWDPnQzNYrPTAtSZbKVPDfSbaJcqS6
Vn2AOxiRv6owU

https://ameblo.jp/akuzawaakuzawa/entry-12648919845.html
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タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
映像デザイ 美容サロン
ン、美容サ
ロンオー
ナー

年代

性別

ご職業

1/8/2021 13:58:27 40代

男性

1/8/2021 14:13:42 50代

男性

会社員

1/8/2021 14:19:21 40代

男性

小学校教員 緊急事態宣言に関わって

時短営業の協力金について

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

美容サロンの経営全体について

主にマツエクを施術する美容サロンのオーナーをしています。前回
の緊急事態宣言から売り上げが半分以下に落ち込み、家賃を差し引
くと施術者へのギャランティがほとんど払えておりません。12月ご
ろにようやく7割ぐらいに回復しましたが、今回の緊急事態宣言で
キャンセルが多く、今後また去年と同じような売り上げになりそう
です。
飲食店は時短営業で給付を受けられますが、美容関係も煽りを受け
ています。
事業が継続できず、閉店しているところも多々あります。
社会全体が大変だとは思うのですが、美容サロンはもとより、中小
企業も救済していただけませんでしょうか？

参考にすべき著作や文献等

飲食店の規模にかかわらず一律給付するのでは余りにも不公平だと思います。す。
提案ですが、該当の時間帯に働いている人の人数を申請してもらい、審査などせず、申請人数
に応じて速やかに支給すれば良いのではないでしょうか。
そして、申請した店名と申請人数を広く公表するのです。
基本的に全ての飲食店が申請するのであるし、働いている人数も隠すことではないので公表さ
れる不利益は一切ないはずです。
地元民等に通報されることを考えて、悪質な水増し請求はしにくいと思います。
しっかりと計算をしたうえでの意見ではなく、漠然としたイメージで伝えますので、実際に
は現実離れしたものになっているかもしれませんが、コメントさせていただきます。
飲食店等への時短営業の休業補償として、１日６万円の補償が出ることについて、特定業種
への補償のみという批判の声が多く見受けられます。また、飲食店に関連した業者への補償が
ないことから、つぎのような方向性の対策が打てないものかと考えています。
宿泊業者への支援として、無症状感染者向けの宿泊料用施設としての提供を受け、その分の
協力金を支払う（例：１室１日１万円） 利用者からも１日千円くらい徴収してもよいと思い
ますが。
飲食業者への支援として、宿泊料用施設利用者向けの食事の提供（配送については、飲食業
者以外でもよい思う） １人３食分＝５千円、２０人分で１０万円補償。施設利用者と飲食業
者の人数比が合わない場合は、医療従事者向けの食事の提供としてもよいと思います。
特定の業種の仕事ができない人に金銭での補償も必要ですが、仕事の提供も必要かと思いま
す。上記のような工夫ができたとしたら、仕事をしてもらってその分の対価として支払うこと
になるのだとしたら、国民からの不公平感も少し緩和されたり、収入源で困り感のある人を
救ったりすることができるのではないかと考えました。
しかし、最初に触れたとおり漠然としたイメージで書いていますので、数字の部分は実際の
数を基に考えると、当然ながらもっと具体的な数字として考えられるのではないかと考えま
す。
偉そうな意見をして申し訳ありません。しかし、国民の声を吸い上げようとする取り組みは
とてもよいことだと思います。これからも、よろしくお願いいたします。
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ご職業

1/8/2021 14:25:41 40代

男性

無職。

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
お金と非正規でない正社員への
就職。氷河期世代

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

不安定な非正規雇用で昨年に仕事を失い、正社員の仕事に就けず、コロナ恐慌でダブルで苦境 はじめまして。私は氷河期世代の40歳です。一度も正社員になれた
に陥っており、これを早く抜け出す事が課題。解決策は、毎月現金給付と消費税減税と氷河期 事がなく、ずっと非正規で頑張ってましたが、昨年失業し、半年出
世代へのもっと手厚いサポート。
た失業保険も終わりました。未だにコロナ禍で仕事が見つけれませ
ん。貯金と親の助けでギリギリ生きてましたが、限界近いです。
※毎月最低10万現金給付と消費税減税、特に食品は消費税ゼロをお
願いしたいです。
本気で助けて欲しいです。実家に帰る事も考えましたが、親も70過
ぎて持病もあり怖くてとても帰れません。
※反緊縮の積極財政で救って欲しいです。お願いします。
私も少しは政治を勉強して、自民党の安藤裕さんや、山本太郎さん
の演説での講義や、三橋貴明さんのYouTubeで正しい今すぐやるべ
き経済政策と正しい財政の考え方を通し、積極財政ができる事が、
唯一の国民を助ける道だと学びました。
プライマリーバランスの黒字化や、赤字国債を気にするのは誤りで
す。ぜひ正しい知識で私たち国民を助けてください！100年に一度の
危機なのに、ここで助けるべきは政治ではないでしょうか！玉木さ
んならできると信じて稚拙ですが、コメントさせて頂きました！ど
うか宜しくお願い致します。

1/8/2021 14:30:58 50代

女性

フリーラン フリーランスに対する待遇と今
ス翻訳者
年の納税期間について

昨年持続化給付金が支給されましたが、翻訳という仕事柄、海外とのビジネスがもとに戻らな
い限り、収入減は否めません。それから、昨年と同様、冬の一番感染が蔓延している時期に青
色申告をしにいかなくてはなりません。支援を企業対象だけでなく、納税しているフリーラン
スにも回すようにしていただきたい。密を避けるために納税期間を緊急事態宣言終了後から
3ヶ月間くらいにしていただかないと命懸けで納税に行き、支援はもらえないという矛盾を解
消してください。
こう申し上げた上で、国会議員は会食に関するどうでも良いルールづくりではなく、法律作り
という本業に専念していただきたい。自民党と掛け合って、政治と金、桜などの問題は後日必
ず特別に審議するという確約を得た上で、今国会はとにかくコロナ対策のみに専念し、一刻も
早く、有効な対策を打ち出すよう努力していただきたい。

菅総理が自分の都合に合わせて利用しているいわゆる“エビデンス“と
やらの裏付けを国民にしっかり開示するよう求めてください。総理
の発言を聞くたびに、国民の1人である私は馬鹿にされているような
気がして仕方ありません。ろくにPCR検査もしていないし、追跡調
査など全くしていないくせに、なぜ、GoToで蔓延した“エビデンス
“はないとか、主に飲食で拡大しているという“エビデンス“があると
か言えるのでしょう？GoToで蔓延したエビデンスはないというに
は、GoToを使う全員にPCR検査をした上で、その全員を追跡調査し
ない限り、“エビデンス“は出てこないと思います。この方は“エビデ
ンス“という言葉の意味を本当に理解されているのでしょうか？非常
に疑問です。

1/8/2021 14:32:31 50代

男性

非正規労働 コロナ後の体力温存の為
者

コロナを自然災害に指定して下さい

れいわ新選組山本太郎代表が訴えていたコロナを自然災害に指定し
て全ての人を公助にて救済して頂けるよう政府に求めていって下さ
い。

1/8/2021 14:36:20 50代

女性

主婦

若者の危機感のなさに嘆きを感じます。

自粛しているものとして、いまだに渋谷などで騒いでいる若者を見
ると怒りを感じます。
ニュースを見ない若者には危機感がなさすぎます。今やピンポイン
トにLINE等のSNSに広告を出せる時代です。
10代20代に向けて注意喚起を促すメッセージを送ることは可能だと
思いますがいかがでしょうか？

自粛について

7 ページ

https://youtu.be/E0hppzit2Y
A
衝撃！！「財政赤字」は
「国民を豊かにすること」
〜令和の"所得倍増"はこう
すれば実現できる！〜

れいわ新選組ホームペー
ジ、三橋貴明先生の三橋TV
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ご職業

1/8/2021 14:40:37 40代

男性

製造業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
大不況について

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

コロナの影響で企業や個人はお金に本当に困っています、
もちろん逆の企業や個人もいるでしょう
しかし圧倒的多数が困っていると思います
更に追い打ちの緊急事態宣言です

私は一昨年から玉木代表のたまきちゃんねるを拝見し、現国民民主
党の支持となりました。
私は製造業の自営業を営んでおります、今回のコロナの影響では3月
から前年比で毎月約４割近い赤字が続いています。ひどい月は７割
減もありました
製造業は国内よりも海外の影響を受けているので海外が正常化をし
なければ不況から抜けることは難しいのです。
実際にコロナ解雇者数は１位の筈です、派遣社員が多いのが反映さ
れていると思いますが多いのは変わりません。
多くが４月～７月に緊急支援融資を活用してここまで耐えてきてい
ますが
もう限界スレスレです。
金額は減ってもいいので複数回の持続家給付金、家賃支援金をお願
いしたいです。

そこで無茶苦茶かと思われますが
解決策として「期間限定、時限的な半共産主義国にする」
あらゆる債務を一時停止をする
家賃、電気ガス、ローン、学費などなど
大元をたどり国から大元に支払いをする。
その代わりに企業は売り上げを出先機関を通じて全額納付する

参考にすべき著作や文献等

給与は源泉徴収から割り出し何割かを支給
メリット：確定した固定費がなんとかなれば暮らして行ける事業を継続できる
雇用を守れる
財源はお金を剃りまくる。
インフレになるのは一部の大資産家と貯めに貯めてる大企業で庶民は困らない
ロックダウンも全業種でできるので期間を短く効果的に行える

1/8/2021 14:42:41 30代

男性

1/8/2021 14:46:00 40代

男性

かなり無茶苦茶で大雑把ですが、
ワクチンが普及され効果が確認できるまでの時限的な
若い人いじめが、ひどいこの国‼ 措置として提案いたします
とにかく減税特に消費税の減税または、廃止そして、国民にお金配ること❗もう財務省の言
いなり政治やめてください！
コロナ関連

国の家賃支援法案を拡充して頂きたい。今の法律は親族間の契約は、支援から除外されていま
す。国の政策、税務署の慣例による相場の家賃にして、それに比例する税金、保険料も普通に
徴収されています。税金、保険料だけ徴収して苦しい時はスルーして助けてくれません。これ
は公平、平等では無いと思います。こんな事なら普段から家賃を下げて浮いた分を非常時に備
えて貯蓄したいです。今の政治家は現場を知ろうとする方が少ない。コロナの有事に少しでも
国会議員の歳費を下げて国民の苦しみを分かち合う方が少ない。残念です。
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タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 14:46:13 60代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
中小企業経 一国民としての憤り
営者
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

新型コロナウイルス対策について

あまりにも無責任な政治と政府に憤りを感じます。２回目の緊急
事態宣言を出さざるを得なかった原因を突き止めてください。昨日
（1月7日）の報道１９３０で竹中さんが「日本は、欧米に比べれば
マシで、コロナ対策は、そんなに間違っていなかった」と言う趣旨
の発言をされていました。
しかし、これは間違っています。ここ東アジアでは、日本のコロ
ナ対策は「劣等生」ですね。でも、過去は変えられません。ただ、
過去の過ちを検証し、反省し、修正しなければ、どんな事でも、ま
た再び同じ過ちを犯す事になるのではないかと思います。
日本をこれだけ酷い状況に陥らせた責任感が、菅首相始め政府に
は、全く感じることが出来ません。第一波の時に、あれだけ警鐘を
鳴らしていた岡田先生始め倉持先生等の専門家や現場の先生の意見
を無視していた罪は、国民に対する謝罪に値すると思います。今
は、第一波と違って、この感染症について、全く無知だった訳では
ありません。少なくとも、国民の生命と財産を守るのが、政治家の
使命ならば、こんなにも無責任な首相や政府なら、国民はこれを必
要としないでしょう。

参考にすべき著作や文献等

政府や政治の信頼無しに、国民に「従え」と言っても、それは無
理でしょう。

1/8/2021 14:52:14 40代

男性

派遣スタッ 人の動き
フ

私は、しがない中小企業の経営者です。医学的知識は全くありま
せん。しかし、今回のコロナ対応については、私だけでなく、かな
り多くの国民が憤っていると思います。事は、本当に「国民の生命
と財産」にかかわる問題だからです。
これは、私の考えですが、現在の酷い状況を生み出した大きな原因
は、Goto事業だと思います。Gotoトラベルについて、菅首相は、
「人の移動が感染を拡大させるエビデンスが無い」と発言して、批
結局国民がしっかり対策をやってないから感染拡大してしまう。

玉木さん。私はいろいろなSNSやテレビ番組などを見て、自分なりに考えたら

飲食は、しっかりした対策をやってれば問題なく無いかな?
前回の緊急事態宣言の時と、今回去年の感染増えた時期を比較してみたら、あきらかに
の動き ここに違いがある。

国民

コロナ１年で国民もいろんな情報が入ってるから、昔みたいにコロ
ナに対して恐怖感がある人も居れば、コロナは風邪だから問題無い
たしかに飲食中は会話するし、飛沫は飛びやすくなりますが、今の飲食店ほとんどがコロナ対 と考える人も
策をやってますよね?
だから感染拡大し続けるのでしょ?
それでも飲食店が感染拡大だと言い切れますか?
結局国民の動きを封じない限り減らない気がします。
基本国民が動くから感染拡大する訳だから、緊急事態宣言をやる以上国民にキツい自粛を求め
る。
飲食店が感染源だと思えないんですよ。
結局ダラダラと緊急事態宣言やってて、しっかりした結果が期待出来るなら良いけど、万が一
緊急事態宣言やって結果出ずに延長した場合、いろんなお店や中小企業が大量倒産や閉店にな
ると思います。
なら例え一時的に完全に経済止めてでも、しっかりした制限を、短期集中で増加抑え込むため
にやる。
飲食店ではなく、国民に対した厳しい自粛をやることにより、自然に減るようになるのでは?

1/8/2021 15:03:01 30代

女性

コラムニス パブコメ
ト

パブコメを、掲示板のようにして公開か非公開か選ばせたらいいのではないでしょうか？
そうすれば、政府に対する声も見えますし。議員のコメント欄も荒れません。
なにより、多くの国民の声がシェアできます。
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タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 15:05:37 50代

女性

自営業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
新コロの感染症対策について

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

過度な、自粛に伴い、飲食店、中小零細企業などは大打撃
このままでは、日本経済が破綻するのではないか？
1/8/2021 15:19:29 40代

女性

会社員

人の異動について

参考にすべき著作や文献等

まず、新コロについてだが、過剰な感染症対策が我々国民に対し、如何に無意味で、悪影響を 新コロを指定感染症２類
与えているかについて
エボラ出血熱相当から、
インフルエンザ相当の
先ず、PCR検査自体、新コロを確定するものではなく、他のウイルスにも反応する事
５類への変更を希望します
インフルエンザA型、B.型、アデノウイルス、RSウイルス、パラインフルエンザ、マイコプラ
ズマ肺炎、クラミジア肺炎もPCRは陽性を示す。
いま、簡易的にPCR検査が出来るキットがある様ですが、唾液を採
また、検査に於いては検体を増幅させて、観るCT値が30回未満が適当とされているが、日本 取し、郵送で送る
では、40回、50回とのこと
これでは、ウイルスの欠片でも陽性にでる可能性がある。
エボラ出血熱相当の恐ろしいウイルスが不着しているかも？知らな
実際に、陽性反応が偽陽性だったと言う報告もある。
い物を何故？
また、陽性者の国籍を調べてみると、明らかに日本人ではなく、外国人の割合が多いのも疑問 郵送できるのでしょうか
が多い所である。
麻生太郎氏もこの点に於いて、疑問を呈しておる。
この新コロが茶番である証拠だと思います。
このPCR検査の生みの親キャリーマリス自身、PCR検査を感染症対策に使ってはならないと
言っているにも関わらず、これが世界のスタンダードになっている事に疑問がある。
従って、陽性反応が出ただけで、新コロと確定すること自体、ナンセンスである。
また、毎年、季節性インフルエンザが流行し、1千万人が罹患し、関連死は1万人に及ぶが、今
回の様な措置をしていない。
今回、新コロで亡くなった方はいずれも、持病がある高齢者である。
寿命と捉えるのが、自然で、一部の高齢者を守るために、小さな子供たちにまで、マスクをさ
せる感染症対策は意味がないだけでなく、脳への酸素供給量の低下、大人の表情が汲み取れな
いため、感情が認知しづらいと言う子供の生育に悪影響を及ぼすのである。
また、自粛などにより、家族との交流を絶たれた高齢者の認知症の進行も問題になっている。

連日の異常なまでのマスコミによるコロナ報道で、精神的に追い詰められ、不安を苛まれ、痛
人の異動を不要不急の場合をのぞいてといってるのに、例えばミスコンに出場したり、緊急事
態宣言がでる前日でも、神奈川東京から京都のイベントの八坂神社初詣ツアーにわざわざ行っ
たり、多少罰則を設けないといけないのではないでしょうか？ それをインスタに上げる心境が
わからないですが、
イベント開催するほうもいかがかと思いますが、政府が経済優先した結果が今の状況に思いま
す。人の異動について大都市から地方にいくのを厳しめに制限をしてほしいです。

https://youtube.com/user/ia
s1ohashi
徳島大学名誉教授 大橋眞
教授
https://youtube.com/chann
el/UCc2Z4MTZNGOmvEM0F3xCl
Q
匿名 医師
コロナと陰謀
ド
船瀬俊介著

ヒカルラン

コロナとワクチン
房
船瀬俊介著

共栄書

井上正康
本当はこわくない新型コロ
ナウイルスー 最新科学情報
から解明する「日本コロ
ナ」の真実
ベンジャミン・フルフォー
ド
図解 世界「闇の支配者」と

二点目、ちなみに私は香川です、欧米のようにオンライン授業が可能な環境に早くしてほしい
です。地方だからこそ、学力の進捗遅れが気になりますし、春の休校中も学校ごとにまったく
対応が違いました。うちの子供の学校は放置してる側の学校でした。早くオンライン可能な教
育環境の整備をしてほしいと思います。
宜しくお願いいたします。

1/8/2021 16:05:27 40代

女性

自由業

国の貧困化

積極財政に転換するしかありません。もう既に日本は先進国ではありませんし、補償なしの休
業要請で日本の供給能力はズタボロにされました。
こんな国では子供は育てられません。
国民民主党の憲法改正への思いは分かりますが、今やることですか？どうしてもやりたいなら
憲法改正をチラつかせて政府から補償を勝ち取ってください。
個人の尊厳も経済的安定あってこそです。
党内で日本の危機的状況はどこまで共有されてますか？
皆さんの議論は私から見るとお花畑だな、危機感ないなと感じます。
まずは私たちを豊かにしてください。
昭和の時代の安心感を取り戻してください。
勝ち組のための政策(不妊治療の助成や保育所の充実等)もやって頂きたいですが、その前に安
心して結婚して子どもを持てる給料にしてください。
まずそれが先です。
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「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

1/8/2021 16:22:55 30代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
パート主婦 緊急事態宣言について

1/8/2021 16:23:12 30代

女性

パート主婦 緊急事態宣言について

個人への補償がない緊急事態宣言について意味はあるのかと感じる。中韓等海外の入国宣言も
せずに首相からは国民を守る気持ちが感じられない。主人の勤務先は個人情報の持ち出し禁止
の為、システムエンジニアの仕事をしていますがパソコン持ち帰り不可なのでテレワーク不可
です。残業は減らず20時以降も働いています。普段と変わらず満員電車で出社しています。感
染リスクに怯えています。緊急事態宣言意味無いです。
また私の勤務先も飲食店ですが赤字です。緊急事態宣言でも今回はお店は開店しています。以
前の緊急事態宣言の時は閉めていましたが、客足は戻ってません。経営が厳しい状況です。私
たちパートは勤務時間が少ない働き方をしている為補償が受けとれません(私は持病がある為
長時間働けないので、短時間で働いており、休業補償を受けとる資格が無いので勤務先から休
業補償が受け取れません)
緊急事態宣言を出しても私の住む街杉並区は外出している人が多い印象です。
どうか個人にも給付金の検討をしていただけないでしょうか。家族の感染リスクに怯えなが
ら、また金銭的にも仕事が無くなりこのまま解雇になったら…という不安な毎日に疲れていま
す。
このコロナ渦でパートの仕事がコロナ前よりも凄く減りました。子供への将来の貯金が出来な
くなり毎日不安です。オリンピックも何故開催出来ると思っていらっしゃるのか疑問です。国
民を守る気持ちが無いんだなと思っております。

1/8/2021 16:25:27 40代

男性

自営業

利権主義者を徹底排除の為、政治献金・寄付や迂回の全面的廃止。税金から党運営費を全て賄
う。利権により政府の施策が歪められる原因になっていることがコロナで露呈した。一定の基
準を満たせば特別背任罪で告訴出来るようにする。また緊急事態宣言発令年度は公務員のボー
ナスを50%以上カットする法案を。

タイムスタンプ

ご職業

国家公務員の在り方

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

個人への補償がない緊急事態宣言について意味はあるのかと感じる。中韓等海外の入国宣言も
せずに首相からは国民を守る気持ちが感じられない。主人の勤務先は個人情報の持ち出し禁止
の為、システムエンジニアの仕事をしていますがパソコン持ち帰り不可なのでテレワーク不可
です。残業は減らず20時以降も働いています。普段と変わらず満員電車で出社しています。感
染リスクに怯えています。緊急事態宣言意味無いです。
また私の勤務先も飲食店ですが赤字です。緊急事態宣言でも今回はお店は開店しています。以
前の緊急事態宣言の時は閉めていましたが、客足は戻ってません。経営が厳しい状況です。私
たちパートは勤務時間が少ない働き方をしている為補償が受けとれません(私は持病がある為
長時間働けないので、短時間で働いており、休業補償を受けとる資格が無いので勤務先から休
業補償が受け取れません)
緊急事態宣言を出しても私の住む街杉並区は外出している人が多い印象です。
どうか個人にも給付金の検討をしていただけないでしょうか。家族の感染リスクに怯えなが
ら、また金銭的にも仕事が無くなりこのまま解雇になったら…という不安な毎日に疲れていま
す。
このコロナ渦でパートの仕事がコロナ前よりも凄く減りました。子供への将来の貯金が出来な
くなり毎日不安です。オリンピックも何故開催出来ると思っていらっしゃるのか疑問です。国
民を守る気持ちが無いんだなと思っております。
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タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 16:47:21 40代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
自営業（設 感染対策について
備業者）
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

この感染は分科会含め政府は飛沫感染だけに特化した話をしておりますが飛沫より空気感染を
重視すべきだと思われます。※多少の誤字脱字があるかもしれませんが行間でお読み頂ければ
幸いです。
対策
①
クラスターの発生並びに飛沫しやすい場所（下記以外も当然）また換気がしにくい全ての場所
にCO２濃度計の設置を義務化（費用は助成金で対応）
保育施設・介護施設・病院・クリニック・小中学校・夜含む飲食店・オフィスなど（もちろん
高齢者がいる複数家族は自宅にあっても良い）
コロナウィルスは二酸化炭素が多いところ（密）が好きだという事がすでにはっきりしていま
す。二酸化炭素が少ないところはまだ安全だという事です。安全な場所かどうかを可視化する
事。
②
換気がしにくい場所へのウイルス除去備品を助成金で対応（冬場を乗り切る策は下記の備品が
一番簡単に解決できます）
空気清浄機（HEPAフィルター搭載必須）
ウィルス除去エアコンフィルターの配布
昨日も西村大臣の会見で換気設備の工事に補助金出してますと簡単にいってましたが、まず建
物の大家に壁に穴開けていいかの許可がでない限りその工事も簡単にはできない性質を持って
いるという事をご存知ないのかもしれませんね。。。。。

1/8/2021 16:47:44 50代

女性

主婦

1/8/2021 16:54:53 50代

男性

不動産賃貸 外国人相手の賃貸業

もうワクチンしかない

1/8/2021 16:58:08 10代

女性

高校生

若者に対する括りと対策

確かにコロナで若者の罹患者は多いが、全てを「若者のせい」と括られたくない。学校生活・ 学生は行事も大会も青春も全て奪われました。私は高校三年生です
部活・友達と会う等を制限している人も私を含め沢山いるのに一部の人のせいで同じ目で見ら が、私たちのような辛く悔しい経験を後輩たちにはさせたくありま
れるのが辛い。
せん。一刻も早く内容のしっかりした政策をお願いします。
3月に部活動の集大成の場があるが、コロナで2年連続の中止になる危機です。コロナ収束のた
めにも、県外への往来自粛・海外からの入国一切禁止・GO Toキャンペーンの緊急事態宣言終
了後の即時再開中止・オリンピック中止または各国でオンライン観戦・政府関係者の会食自粛
を求めます。

1/8/2021 17:05:22 20代

男性

学生

国民間の分断の加速

コロナ禍で日本国民間の分断が加速していることが課題だと感じる。政府が主導して飲食店、 コロナ不況化で経済が明らかに落ち込んでいることから日本経済復
風俗店、パチンコ店員を名指しで攻撃してことに違和感を感じる。また、この攻撃が国民の分 活のために追加の現金給付を行なって欲しい。
断を加速させている原因だと考える。解決策としては上記の店舗も含めクラスター発生の可能
性が高い店舗には全額粗利補償して休業させることが解決策に1番近いのかと考える。

1/8/2021 17:08:31 60代
1/8/2021 17:13:09 50代

男性
女性

自営業
医療秘書

財政
人権について

日本には財源に限りがないことを、徹底して国会議員に知らしめる事
感染予防の名の下に若者への過剰な行動制限や差別的な文言が散見されます。まるでウイルス 経路不明と家庭内感染、院内感染が多いのですから、意味のない各
の媒介者であるかのような扱いは許されるものなのでしょうか？
種サービス業への営業自粛要請はやめていただきたいです。
そして各種サービス業やエンターテイメント業者への営業自粛要請。こちらも私権の侵害であ
り、もう少し考慮されるべきではないでしょうか？現状、打つ手がないのでとりあえず「飲食
店、娯楽施設の営業自粛」を求めているようにしか見えません。
その上、罰則規定まで議論に上がるとは。基本的人権はどこへ行ってしまうのでしょう。
特措法の罰則規定は、その気になれば狙った相手の人権を奪える恐ろしい法律です。
私はこのコロナ禍をきっかけに日本国憲法までもが権力側に都合よく書き換えられることを危
惧しております。

日本政府の無能さ

今の政府は、自分達の至福を肥やすことのみ考えているように見えます。
コロナ対策は、素人以下です。
解散総選挙をして、政権を他の党にとってもらいたいです。
飲食店等で賃貸料が払えない、と一時期話題になりましたが、不動
産の大家側も厳しいのです。
政府は、人の動きがないので不動産への影響は軽微とみているよう
だが、外国人相手の商売、そのスペースを貸していた当社不動産賃
貸業は厳しい状態。空室でも管理費は発生してる。
不動産関係の給付金は無し、と線引きしないで欲しい。
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その他・独自入力（208件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 17:17:24 50代

男性

1/8/2021 17:20:08 40代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
飲食店以外 支援について
のアパレル
物販小売業
ご職業

プログラ
マー

検査の拡充

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

個人飲食店への支援給付について。都心部から離れた飲食店等は、都心部で飲食が出来ない人
達で賑わい売上げが上がり、時短要請で協力金が入り、コロナバブルだと飲食店オーナーは高
笑いしていました。一方で、その他の業種は、コロナの影響による売上げダウンで瀕死の状態
です。飲食店の時短でコロナを封じ込む事が出来るので有れば良いのですが、時短でのコロナ
封じ込みは、勝負の3週間で、敗北結果は出ています。これを続ける意味が無い。それ以外も
人流を止めないと危険です。人流を止め多業種にわたり持続化給付等での手厚い支援を願うば
かりです。もはや飲食店を時短、休業するだけでは、無理です。

何故、今の段階で飲食店のみに、しかも休業ならわかりますが時短
でコロナを封じ込む事が出来ると、政府、知事は本気で思っている
のでしょうか？コロナは夜や飲食店のみで拡散するのでしょうか？
コロナは昼間は感染しないのですか？かなり急所、的外れだと思い
ます。

参考にすべき著作や文献等

今回のパンデミックでは欧米とアジア・オセアニアで感染の傾向がだいぶ異なっております
が、アジア・オセアニア地域の中には、台湾、オーストラリア、ニュージーランドなどといっ
た、ほぼ感染を押さえ込めている国があります。
そして、当然ながら非感染者と非感染者であれば三密になっても何の問題もないわけですか
ら、市民生活の制限も少なく、もちろん完全に平常通りとは言えないでしょうが経済活動も再
開できているようです。
日本では、元々パンデミックの直前に実施された消費税の増税により急ブレーキがかかってい
たことも重なり、一日も早い経済活動を再開がのぞまれますが、
そのためには、冒頭でのべたような、感染の拡大の押さえ込みに成功している国々が実際にあ
るわけですから、それらの国々がどういう施策をおこなったのかを検証し、実績のある方法を
とることが一番近道なのではないでしょうか？
個人的な素人考えでは、定期的な一斉PCR検査により、潜在的な保菌者を炙り出して、市中に
できるだけ保菌者がいない状態に近づけていくしか無いのではないかと考えていますが、是
非、押さえ込みに成功している国々でどういった施策が行われ、何が有効で何がそうではな
かったのかを研究していただき提言に生かしていただけたらと思っています。

1/8/2021 17:22:30 20代

男性

学生

指定感染症

コロナの指定感染症解除、もしくは見直し

指定感染症の延長はやめてください。
コロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい。コロナは大したことないウイルスって家族も気づいている
くらいです。僕の家族も、ワクチンよりもコロナにかかる方がま
しって言っているくらいです。
また、コロナを指定感染症のままにしておくと、特定の病院でしか
診れなくなり、医療崩壊に繋がります。
もしコロナを指定感染症から外すか、2類から5類に変更をするとし
たら、新しい生活様式や、マスク着用、ソーシャルディスタンス、
自粛の撤廃をお願いします。
指定感染症から外してください。
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その他・独自入力（208件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 17:39:07 50代

男性

自営業者

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナ下での補償

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

旅行業にはgo to トラベル
飲食店にはgo to イート
ではそれ以外の業種には？
持続化給付金 ただ１度ですか？
あまりに露骨な既得権益に腹がたちます。
ネットのプラットフォーマーや
政権に近い企業は
何もせずに利益が出る仕組みですね

玉木代表はwebなどで
国債発行しても破綻しない
財務省が意見書出している と言われているのに党としてはPB 目標
を掲げたりで
矛盾しています
財政については民主党時代と同じで
財源は税から止まっていますね

複数回の持続化給付金を是非、実施させて下さい

参考にすべき著作や文献等

代表が掲げた 100 年国債 は
現状の家計簿脳連中から
少しでも貨幣発行させるための
案だと思いたいです
自国通貨発行国で国家予算に
国債召還を入れているのは日本だけではないでしょうか
海外の施策を参考にされるのに
なぜ予算編成は海外との比較は
されないのでしょうか？
アメリカなどは金利分の予算では?
EU の自国通貨でないドイツでさえ
大胆な補償を実施しているのに
日本のショボさ
お金使いたくないから国民に我慢を強いる戦時中を想像させる施策
笑ってしまいます

1/8/2021 17:42:58 30代

男性

電力業界

コロナの拡大防止対策

御党は家計簿脳から抜け出し
日々のご対応、ありがとうございます。政府には科学的な対応をしていただきたいです。
国内への持ち込みを止めて、国内での拡大を抑え込む事が大切と思っています。外国人の入国
の停止は国民との不公平感が否めません。
国内拡大については、原因をどこと考えて、どの程度の効果を期待するのかが知りたいです。
政府は外食産業と考えておりますが、それ以外にもあると思われわます。感染源は職場内、家
庭内もあると思います。急激に感染を下げたいのなら、ロックダウンが効果的ですし、経済へ
の影響を考えて緩やかに下げたいのなら、選択するのもよいかと思います。しかし、今の政府
にはそれが見えないです。

1/8/2021 17:48:09 40代

男性

自営業

政治家の方へのお願い

【課題】考え方の相違による国民の分断から加速する感染拡大と経済崩壊について
↓
【対策】まずメディアと政治家の変容が必要

◆課題
・国民の分断について
・経済活動について
・エビデンスについて
◆国民の分断について
恐怖を煽る内容に終始しているメディアの影響で、世間は「コロナ
を恐れすぎる人」と「コロナを舐めている人」に分断されてしまい
ました。
メディアに「安心要素」と「危険要素」をしっかり区分して、国民
が団結できるような報道をするよう、政治的に仕向けていただきた
いと思います。
主には以下4点を周知いただきたいです。
・ウイルス曝露量が少なければ健康な人はほぼ無症状で過ぎていく
こと
・無症状でも舌の粘膜上皮でウイルスが増殖するケースが有ること
・ウイルスが血中に移行すると血栓や血液凝固により一気に重症化
することがあること
・いまこそ「他人への気遣い」が重要であること
メディアで恐怖を煽れば煽るほど、弱者はより恐れ、健康で元気な
人たちは弱者とウイルスを馬鹿にします。
恐怖心により行動を規制できるフェーズは第一波で終了しており、
どうやれば感染拡大させずに生活できるかを伝える段階にとっくに
入っていると考えます。
4月段階で「新しい生活様式」が発信されているのですから、それを
きちんと出来るようメディアと政治家から周知をお願いしたいと思
います。
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その他・独自入力（208件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 17:48:28 50代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
タクシー運 交通機関
転手
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

生活救済助成金

緊急救済宣言(ハーフロックダウン)
1.通勤7割減
2.飲食など全ての店舗の営業中止(生活に必要な店舗のみ時短営業)

参考にすべき著作や文献等

期間(2ヶ月)
補償金(内訳)
1.事業者
2018年10月～12月の３ヶ月間の平均を２ヶ月分
2.給料は平均の全額
3.18歳以上の国民一律10万円
4.小口資金貸付の増額20万円→最大40万円
解除
宣言日の２ヶ月後
感染者数が減少しても２ヶ月間は必ず解除しない
補償内容が誠実であれば国民は協力出来ます。
私はタクシー運転手として11年になります。
持続化給付金も不公平でした。
例えば個人タクシーは事業者として持続化が支給されて得を致しま
した。
しかし法人のタクシー運転手はサラリーマンで売上高の歩合制(固定
給ではない)。人を運ばなければ生計が成り立たないのです。
雇用調整は8割支給でしたが、今年の年収は100万円の減収となり定
額給付金10万円は1/10です。90万円の赤字でした。
1/8/2021 17:48:51 70代

男性

1/8/2021 17:54:37 40代

男性

無職

政府や立法府等の議員給与の
カット

やる気のない議員等をやる気にする厳しい方策が必要であり、その一番有効な方法は、「手当 宣言でコロナと戦うためには生活の現状維持が重要で短期間で終息
てを含むすべての給与等をカットする」ことにより、眠っている議員を叩き起こし、コロナ禍
の影響で、収入がなくなったことの大変さを体験させることが必須な方策である。

困窮邦人について

困窮邦人に関して。
コロナ禍以前からなのですが、海外において、現金、住処、パスポートまで喪失し、ホームレ
ス状態になっている日本人が激増していると思われます。

日本を捨てた男たち フィリ
ピンに生きる「困窮邦人」
水谷 竹秀
集英社

国内の窮状において、かれら困窮邦人は徹底的に後回しになっているでしょうし、今後も後回
しになると思います。
各国の日本大使館は、彼らに対して一切援助をしません。
日本にいる親族と連絡をとれの一点張りです。
特にタイ、フィリピンに多いと思われます。
彼らは日本人です。
何らかの救済措置をとって頂きますようお願い致します。

1/8/2021 18:01:07 50代

男性

自営業

仕事全般

課題：衣食住の充実 失業（倒産）コロナ不安増加 学費（奨学金）負担 医療崩壊 解決
策： ①ベーシックインカムまたは全国民一律給付（コロナ補償金、就業・失業・倒産補
償）②学費補償（学費免除、学生生活補助） ③罰則強化（アメとムチ）：患者数増加の抑
制
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１）お金の流れを止めない仕組みを作ってください。一人の支払い
が滞るだけでも、多くの人の収入が途絶えます。仕事のない人には
仕事だけでなく、お金がその人の手元に迅速に届く仕組みを作って
ください。２）緊急事態宣言で困る人はたくさんいます。その人た
ちを救ってください。住居の無償提供、在宅ワークの業務創出もあ
ると思います。３）医療従事者への保証も手厚くしてください。
４）何よりも不安を煽る要素を潰してください。 そのためにも今
の内閣に強く提言し、一致団結して問題解決する組織づくりを目指
してほしいです。あるいは「内閣不信任案」「問責決議案」なども
検討してください。

その他・独自入力（208件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 18:05:08 40代

男性

獣医師

1/8/2021 18:20:53 50代

女性

1/8/2021 18:21:44 20代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
政治家

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

政治家は、専門家からの意見を集約して、責任をとる覚悟を持って決断すべきだと思います。
政治不信の背景がある状況で、お願いベースでは甘すぎます。その覚悟が見える言動を政府に
は期待します。同時に、国民民主党からも、そのような意見を届けてほしいです。
外出自粛が守られないなら、それに伴う感染については、国で医療費の面倒を見る必要はない
でしょう。そうしないと、国民は自由にして、感染しても国が面倒を見てくれるというのでは
国がつぶれます。経済が死ぬとか、人が死ぬ以上に、国が死ねば、経済も人も生きていくこと
は困難でしょう。この困難な時代に、覚悟を持って、国のために動く政治家が今求められてい
ます。その覚悟は、口で言うのではなく、国民が肌で感じることができる覚悟です。それを示
せる言動をとれる政治家が必要です。国民民主党が頑張ってほしいと思います。

東日本大震災から10年。
あの困難な時期に、私は玉木先生と出会いました。警戒区域内で、
誰も見てない中、必死に汗を流す玉木先生の姿は忘れられません。
あのときに同行した中には、今の玉城デニー沖縄県知事もいました
ね。あれから10年、変らず国民のために行動する変らない政治家
が、立ち上がるべきですね。頑張ってほしいですね。そしてたぶ
ん、次回も国民民主党には投票します。

公共施設臨 コロナの指定感染症
時職員

毎年のインフルエンザでは患者（陽性者ではない）1000万人、間接死１００００人です。
（厚労省に電話して確認済み）コロナは日本において、インフルエンザのレベルに達していな
いのに、インフルエンザ以上の過剰な感染症対策をしているため、倒産廃業失業者が増加し、
経済苦としか考えられない自殺者が激増しています！
コロナがインフルエンザ以下だという正確な現状分析がされていないために、指定感染症2類
相当のままになっているため、指定病院でしかコロナを診れず、無駄な医療逼迫を招いていま
す。
大至急、コロナを指定感染症から外すかインフルエンザと同じ5類に下げ、どこの病院でも診
れるようにしなければ、誤ったコロナ対策によるこの国の破壊が進むばかりです。
明日の生活にも困る人が急増しています。
至急、コロナとインフルエンザの比較をし指定感染症の見直しをする事、コロナはインフルエ
ンザ以下だという正しい情報を国民に周知させて下さい。

現在国民民主党が主張している補償と罰則の対策は、どこもつぶれ
ない補償を全額出す事は不可能ですし、罰則を設けるなど憲法違反
そのものです。
立憲主義に反しています。
コロナがインフルエンザ以下だと正しく認識し、早急に指定感染症
を見直し、毎年のインフルエンザ対策と同等の対策をすれば良い事
です。
これ以上、誤ったコロナ対策で苦しむ人を増やさないためにご決断
をお願いします。

飲食業

今の政策では全くコロナが収束する気がしません。させる気があるように感じません。
緊急事態宣言も全く力のないものだと感じています。

国民民主党、特に玉木さんの主張力を応援しています。
もっとメディアに出てきてみんなにも知ってもらいたいです。

政府

参考にすべき著作や文献等

私は飲食業で働いていますが、営業時間短縮の意味も全く感じません。
ぐだぐだと終わりの無い期間お客さんだけを奪われていると感じています。
ロンドン などの様にロックダウンなど2週間しっかりと誰も家を出ない状況を作らないとダメ
だと思います。
国から決められ与えられる食事だけでも良いです。少しの給付金でも良いです。苦しい2週間
になってもいいです。
思い切りのある事をして一気にやらないと、ただただ長い時間をかけて経済がどんどん悪くな
ります。
2週間我慢したら元の日本に戻る、そんな思い切りのある政策をリスクをとってもやって欲し
いです！！！
よろしくお願いします。

1/8/2021 18:25:32 50代

男性

会社員

日本国民の未来について。

初心に帰れ！

貴方方、国会議員に言いたい!何の為に国会議員になったのか？その
動機は？
国会議員の本来の姿は、国民の代表。わずか７００人ぐらいの国会
議員がこの国を動かしている。国会議員の使命は、国民への奉仕者
である。けっして個人や所属の党の為だと思った時に国会議員失格
である。ただの私利私欲、仕事屋に成り下がる。
国民の願い、思いを敏感に感じその思いを実現する為に存在する
事。少しでも自分の思いがあったのなら即議員辞職するべきです。
バブル崩壊してから３０年になる今、未だに日本国内はデフレ状
態。なぜなのか？その事を真剣に考えてくれ！
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国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 18:31:46 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
指定感染症解除について

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

安倍前総理が残していった課題ですが、指定感染症の扱いを解除することで病床の圧迫の解消 併せて、マスコミのコロナに対する偏向報道が続いていますので、
を狙うという政策はどうなったのでしょう。
放送法第4条の遵守の徹底を呼びかけて欲しいです。
感染症に臨床の現場で対応している医師からは指定感染症の解除が切望されていますが、厚労
省は何も動きがありません。それどころか、自治体長の顔色を伺って指定感染症を外すことを
躊躇っているようです。
ワクチンの販売も大事なことですが、喫緊の課題である病床の圧迫の解消を計って欲しいで
す。
このまま緊急事態宣言と解除を繰り返していては経済は混乱し続けます。

1/8/2021 18:33:31 50代

男性

会社員

入国者

目眩しのように使われるカタカナ言葉。今度はビジネストラック？。感染を抑えるために最も 文句しか言わない野党、特に立憲と共産には怒りを覚えています。
必要な事に何故取り組まないのか。海外からの入国者に対してPCR検査と厳格な出入国管理を このように国民の声を聴こうとされる国民民主党に敬意を表すると
行うこと。これは直ちにやっていただきたい。
ともに、できる限りの応援をします。

1/8/2021 18:33:59 10代

男性

大学生

マスコミ

課題：新型コロナウイルスに関するマスコミの過剰な煽り。
解決策：政治家がマスコミを恐れずはっきりとおかしな報道を大々的に批判すべき。

1/8/2021 18:37:49 30代

男性

福祉的就労 障害を持っている為、B型作業所 福祉的就労に席を置いているので、就職活動できず身動き取れない状況が課題です。いまだ解
の収入が不安定。またB 型作業 決の糸口は見えていません。
所の活動の継続できるかの不安
や、同場所での就職活動。

1/8/2021 18:49:57 50代

男性

失業中

コロナ禍での政府のあり方

国会議員について

いわゆるコロナ禍においてマスコミの恐怖を煽る報道は目に余るも
のに感じられます。感染拡大初期~中期における，欧米の感染状況を
そのまま日本に当てはめて新型コロナウイルスが最悪の殺人ウイル
スであるかの報道は確実に多くの国民に誤った考えを植え付けてし
まったのではないでしょうか？その偏見の病院経営への影響を恐
れ，現在民間の病院はコロナ病床の確保をためらっているのではな
いでしょうか？
また，マスコミの政府の批判に躍起になる姿勢も問題だと思いま
す。ある時は，「早く緊急事態宣言を出せ」その後実際に緊急事態
宣言が出されたら「飲食店で働く人がかわいそうだ」のように政府
対応を冷静に分析するのではなく，政府をただ批判するだけの組織
になっているように思えます。
この，新型コロナウイルス，もちろん恐るるに足らないウイルスで
あるなどということは決してありませんが，欧米と比較した時に明
らかにアジアでは恐ろしさの次元が異なることを踏まえると，感染
拡大初期~中期の段階で政治・マスコミが適切な関係性で適切な政
策・報道を行っていれば医療の逼迫などと言った問題は起こらな
かったのではないか，と思わずにはいられません。
国民民主党は，与党自民党にはないフレキシブルさがあり，その一
方で意味のない批判に徹する一部野党とも一線を画している，とい
う2点において今の，そしてこれからの日本に必要な政党だと思いま
す。今の地位にすがる政治家達が決して口にできないであろう政治
家視点では大胆だけれども，国民視点で見た時当然であるような政
策を提案していってもらいたいです。

日本の議員全員に問う、あなたはどこにいる？コロナにおいて国民
の為に戦っているか？ならば何故国会は開いてないのか、総理が
WHOが、これはコロナとの戦争であると、ならば国会を開いてコロ
ナと戦ってくれ
困ってる国民に安心を補償を、ある専門家や政治家の一部の人はよ
く未来の為にこれ以上借金を増やせないからこれ以上の補償や給付
金はしないと言う、ならば答える今の人が疲弊していなくなれば、
誰のための未来か？今の人を救えなくて何のための政府か？これ以
上国民を疲弊させるのであれば、総理、自由民主党よ速やかに下野
せよ
日本の政治家の先輩方があの世から泣いてるぞ
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国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ
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性別

1/8/2021 18:52:25 40代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
派遣スタッ 人
フ
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

大阪府の感染拡大について。一時は若干維持でしたが、急に増加してますよね?
これ飲食店８時で解決するような話じゃ無いと思いませんか?
大阪市は夜９時までの時短営業でしたが、１時間短縮して変わるとは思えない。
大阪市限定から大阪府に拡大し要請になるらしいけど。
実際飲食店に対した規制が本当に効果があるか、時短営業が本当に効果があるのか疑問に思い
ませんか?
感染下降になっていたのは府民の意識から外出控えた。クリスマス年末になり気が緩み外出が
増えた。
外出から飲食に繋がるから。飲食店クラスターが多いとかあったのですかね?
無駄に1月緊急事態宣言出す、これが経済止めて１番やってはいけないこと。
緊急事態宣言やるならキッチリ結果出る対策を!

1/8/2021 18:54:45 30代

男性

会社員

産業や暮らしの全て

問題点：医療や粗利補償にしてもお金を出さない。それが財務省設置法第３条に基づいている 何とか党のみなさんで国債の半分がお金が刷れる日本銀行持ち
可能性がある。
https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/breakdown.pdf
解決策：財務省設置法第３条から「健全な財政の確保」を削除する。
という事実を把握してください(2012年末は10%程度でした)
大量な国債を銀行に買ってもらい、魅力的なレートで日本銀行に
買い取ってもらう。

1/8/2021 19:02:40 10代

女性

学生

緊急事態宣言について

緊急事態宣言をしても飲食店の営業時間短縮など、どれもコロナを抑えることに繋がらない気
がします。ご飯を済ませたい人達は閉店までに駆け込んで結局たくさんの人が店にいる状態に
なります、それより入場規制を設けたりするほうが効果的だと思いました。会食が出来ないよ
うに何名以上の入店は禁じたりなども本来は必要だと思います。政治家の方々も出来ないよう
に。

1/8/2021 19:05:28 20代

女性

会社員

緊急事態宣言について

緊急事態宣言を出した意味がないと思います。春節前には解除ってやる意味ないですよね。
要は日本人は我慢してね、外国人どうぞたくさん来てくださいってことですよね。医療費も外
国人は全てタダで日本人が汗水流して働いて税金払っている中から賄われる…
いま日本がどんな状況かわかってないのでしょうか。
入国制限も意味ないように思います。
ビジネスと謳って旅行しにきてる中国人がわんさか。
多くの人がこの対応に不満を持っています。
↓は、とある掲示板です。
https://girlschannel.net/topics/3160724/ここには国に対する政治家たちの対応についてたくさ
んの人たちがここで話しています。
ぜひご覧になってください。

1/8/2021 19:15:18 40代

男性

卸売り経営 企業経営
者（建設関
係）

例年ある年度末の発注が今年はコロナの影響でありません。
持続化給付金、家賃支援給付金を年度末まで延長して欲しいです。
年度末に１年の大半の利益を稼ぐ業種もあります。持続化給付金、家賃支援給付金を１年間支
援しないことに疑問です。会社の決算は１年単位で行うのに上記支援は９か月で打ち切る根拠
がわかりません。飲食、観光、医療従事者の方々が非常に大変なことは重々承知ですが、ある
一定の業種だけが経済の影響、緊急事態宣言の影響を受けるわけではないのです。幅広く支援
をお願いします。支援金を申請しないに越したことはないのです。不正は大いに取り締まって
ください。自力で売上を上げられるのであればこのようには思いません。コロナの影響で例年
ある年度末の大きな発注がないのです。会社、そして雇用も守るためです。
どうか政府に提言していただきたくお願い申し上げます。
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以前もこちらで持続化給付金の拡充のお願いをして、玉木代表が国
会でその問題を取り上げていただいたことに深く感謝いたします。
政府は代表の意見を取り入れなかったのは非常に残念です。緊急事
態宣言が発出されたいま、経済の影響が
計り知れない状況です。玉木代表をはじめ、国民民主党の方々のご
活躍に期待しています。
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国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 19:21:52 40代

男性

会社員

1/8/2021 19:59:40 30代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
情報の周知

感染症対策

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

群衆心理の利用の不足

今回のコロナで一番感じているのは情報の錯綜と情報不足です。
まずコロナと言うものが理解されきれていない、経済か命かと方向
性が二極化していまっている。
災害時のように国、国民が一体になって立ち向かおうという一体感
がない
インターネットでの情報が一般化した中でもテレビの影響力はずば
抜けています。
そのテレビの影響力を十分活用出来ていない、これはテレビ局の
トップの方の意識が対コロナに対して積極的では無いのではないか
と思います。
CMをうまく使ってほしいです。

参考にすべき著作や文献等

緊急事態宣言が発出され、特措法の改正が議論されると思いますが、肝心の飲食店対策で不十
分だと思われる点がございます。もちろん時短営業や罰則なども多少の効果を上げられるかと
思いますが、そもそも飲食店で感染リスクが高まるのは感染対策が不十分な店舗や客を野放し
にしているからではないでしょうか。近所に大手チェーン店、個人経営など数件の飲食店がご
ざいますが、以下の感染対策を全て満たしている店舗は皆無です。
・調理従事者のマスク着用および不要な会話の自粛
・対面座席におけるアクリル板やビニールカーテンなどの設置
・常時換気システムの導入あるいは窓やドアの開放
・客によるマスクなしでの会話の禁止措置
この他にも、政府は待機に従わない場合の罰則など感染症法の改正も視野に入れているとの報
道がなされましたが、個人罰則についても前向きに検討してほしいことがあります。街を歩い
ていると、未だにマスクをしないで交通機関を利用する人などがいます。結局のところ、一部
国民が感染リスクの高い行動をし続けているせいで今回の感染拡大が起きているのではないで
しょうか。緊急事態宣言によって効果を上げるためにも、個人罰則についても議論すべきでは
ないでしょうか。

1/8/2021 20:08:50 40代

女性

1/8/2021 20:21:18 50代

男性

主婦

コロナ対策

中韓など周辺国からの入国制限

ビジネス関連での海外からの入国がほとんど野放し状態で認められ
てしまっていることに非常な不安を感じます。
特に中国からの入国が気になります。現在、北京の周辺都市でコロ
ナ感染が再発し厳戒体制が敷かれているようです。そんな中での水
際対策の緩さに怒りを禁じ得ません。ビジネス目的と称して観光に
来ている中国人も街中で多数見かけるとの噂も聞きます。
こんな調子で自粛を強制されても素直に従えません。
日本人の為の政治をして下さい。よろしくお願いします。

特措法に関して

新型コロナに関しては、１年の経験を経ています。
実際に目を向けてください。
俯瞰力を高めてください。
罰則規定を強化して押さえ込むものでも押さえ込めるものでもないでしょう。
分かっていることも分からないことも、誠実に向き合って共有するための説明や啓蒙が必要で
す。
守りたいものはなんですか。
もしそれが一人ひとりの国民というのであれば、制限や罰則がその方策にはならないでしょ
う。
国なんてものを守りたいと言うなら話は別ですが。
常に全体像をとらえる努力をしつつ、原則から立ち上がる政策の提言をお願いします。
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1/8/2021 20:25:37 20代

女性

事務

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
指定感染症の延長について

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

指定感染症延長するなら、運用を変えてほしい

先程、指定感染症の一年延長が決定したという記事を見ました。本
当でしょうか？もし本当だとしたら、やめていただきたいのが本音
です。
この騒動が始まってそろそろ一年。本当に、2類相当の感染症なので
しょうか？エボラと同じ扱いのウィルスなのでしょうか？緊急事態
宣言出して、誰かしらの人生一つ潰すようなウィルスなのでしょう
か？
本当の医療者の声を聞きたいですし、保健所の方々の本音が聞きた
いです。

参考にすべき著作や文献等

延長するならするで、今と同じ運用方法だと色んな人が犠牲になる
と思います。
変えるべきかと思います
1/8/2021 20:40:16 30代

男性

会社員

立憲主義・法治国家の在り方

司法、違憲立法審査会は常に稼働すること。その司法判断は『政治判断』によらず、常に憲法 緊急事態宣言や特別措置法に、罰則を求めることに反対します。
を拠り所とすること。
憲法では、人間の尊厳を守るため、人権が規定されており、そこに
は、移動の自由・職業選択、営業の自由など、保証されています。

『ゴーマニズム宣言
SPECIAL コロナ論』小林
よしのり著

立憲民主党は立憲主義を守れませんでした。その立憲主義を守るた
めの立憲的改憲を引き継ぐ国民民主党が、再び立憲主義を守らない
ようでは、今後、この政党から出される改憲案・法案には道理を失
います。
長い時間と多くの犠牲の上に獲得してきた、人間の尊厳を守るため
の立憲主義を、一時の恐怖感で手放すことがないよう、国民民主党
に期待しています。
1/8/2021 20:47:05 40代

女性

会社員

政府

何故いつまでも外国人を入国させるのか？一般人でも暑い夏でも終息してない中国共産党ウイ
ルス、この冬流行することはわかっていた。対策もせず何故日本人ばかり自粛させるのです
か？自粛したところでまた年末流行します。自粛せず、海外の入国を止め国民みな感染してい
るとおもいながら行動し経済を回していく間にウイルスが弱毒化する。
台湾を見習ってください！そして桜を見る会、もりかけ
国民にとってはどうでもよい。もっと国防のことを追及してください。
国民は政府の方たちはほぼ親中、媚中だとおもっています。
メディアの偏向報道もうんざりです。テレビも新聞も見ません。
今回のアメリカ大統領選挙で日本政府、メディアは100%中国と太いパイプで繋がっていると
確信しました。
私たちができることは、自分で調べウイグル人の強制労働させられている企業の商品を買わな
い。中国製は買わない。中国絡みの企業の商品は買わない。選挙も立候補者の事はしっかり調
べ投票する。そんなことくらいしか思い付きません。
本当に未来が不安です。
野党の方々、政権は欲しくないのは見ればわかります。一生野党のままでも、もっとまともな
追及をしてください。今は小学生の学級会レベルの国会です。
それに、１日3億、４億使わないでください。

1/8/2021 20:54:36 40代

男性

会社員

日本人ばかりに規制

今すぐにでも、海外からの入国者(帰国者)のビジネスや留学等関係無く全面的なストップ。も
しくは他国もやってる検査等の実施と二週間の隔離後の入国許可。入国後も追跡可能な形を取
る。日本国内での要請ばかりで入国と言う入り口を閉めないと、いくら飲食店等が頑張って都
や国の要請にしたがっても感染は広がる一方と思います。
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うそぽいと言われているうぽぽいの追及もお願いします。中国人に
よる日本の土地を買い漁っていることも。追及する課題はたくさん
あります。私利私欲で見てみないふりをしないでください。お願い
します。

疫病2020

ネットニュース→真相深入
り虎ノ門ニュース

その他・独自入力（208件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 20:59:50 60代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
税理士・中 行政の在り方
小企業診断
士・ITコー
ディネータ
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

省庁の壁が、コロナ対策を遅らせている

緊急時には省庁の壁を破って、国家One

参考にすべき著作や文献等
Teamで対処して欲しい

（デジタル庁のアイデアボックスにも投稿した内容に加筆。）
特別定額給付金の申請時に感じたこと。
我々税理士は、お客様である事業主のマイナンバーと銀行口座を申
告書に書くためにコツコツと並々ならぬ努力をしてきています。今
回は、この努力を完全に無視されたような感覚もあります。何のた
めに、嫌がったり、とぼけて教えない納税者の個人番号を聞き出
し、還付口座を明記して出しているのか、現場での不満は大きいで
す。また、国税相手となれば、一連の給付金詐欺はかなり少なかっ
たと思われます。コロナゆえに、制度が幼稚だったことはやむを得
ないとしても、省庁が協力して、国税が動いていれば、詐欺行為も
減ったはずです。
ここは、すべて行政の壁が問題です。総務省・経産省と財務省の壁
です。「省益あって、国益なし」の典型例ともいえるでしょう。経
産省は、国民から批判されるような民間会社をかまさずに、税務調
査に行けなくて自宅待機も含めヒマヒマしている税務署員（財務
省）を動かすべきでした。実際私の関与先税務調査数件は、3月以降
数か月全部なくなり、7月中旬から申し訳程度に順次再開されまし
た。現場調査官に聞くと、本当にやることがなかったようです。で
も、彼らの給与は支給されます。夏以降の税務調査は、まるで勝ち
組が負け組をイジメに来る雰囲気さえ醸し出される局面もありまし
た。仮に、経産省が民間に任せるとしても、そのまま国税が補足し
ている確定申告書の口座を使えば、１週間もかからずに給付できた
はずです。

1/8/2021 21:02:50 50代

男性

自営業

1/8/2021 21:23:41 30代

男性

整骨院経営 コロナ関係なしにもっと国債
使って財政出動してくれ、消費
税みたいな悪税は今すぐ無くし
てくれ。

リーダーの資質

今までに誰も経験した事ない未知の問題に対して絶対的な正解を持って対策に当たるのはどこ
の誰にとっても難しい問題だと思います。今の日本の問題は国民と政治に信頼関係が無くなっ
てしまっている事だと思います。
リーダーが弱い立場の人に寄り添った言葉を発信する事。そしてそこに絶対的に拘った行動を
する事だと思います。
思いの感じられない言葉で緊急事態と言われても何も響かなければ行動変容だって難しいと思
います。
コロナとマスコミの無責任な不安だけあおる報道のせいで患者さんどんどん減ってるよ。本当
なんとかして欲しい。
飲食店時短要請で協力金とかやってるけどさ、あんなんじゃ飲食店の規模によっちゃ全然たり
ないよ。もっと言うとそこに携わる業種の方なんか収入間違いなく減るのにそこへの補償は
まったく無いわけだ。もっというとこんだけ収入の減ってる人が増えたら当然うちら経営して
いる整骨院に来る患者も減るし一人一人の来院回数も減るし、使う金も減るしで本当苦しい
ぞ！(絶対他の業種でも同じようにみんな苦しんでる)
飲食店だけの協力金じゃなくて、前年度より収入減少している全業種にしっかり粗利保証して
くれ！そう頼んでくれ！あと、海外（欧米）のやってる国民への補償が日本とこれだけ違うと
いう事実もマスコミはもっと伝えて欲しいよ。
日本は全て税金のうちから済まさないといけないとか、国の借金で破綻するとかそういう思い
が強すぎるよ。
あと少なくとも国民民主党からは国の借金とか財政健全化とかプライマリーバランス黒字化と
か考えてる議員は追い出してくれよ、そこの認識を１つにしてくれないと冷めて応援する気失
せるよ。

財政の考え方だけは少なくともさっきも書いたが、国の借金とか財
政健全化とかプライマリーバランス黒字とか考えてる議員は党に入
れないでほしい、今の党員にはその思想だけは厳しくレクチャーし
て欲しい。

本当に宜しくお願い致します。

1/8/2021 21:30:45 50代
1/8/2021 21:31:53 50代

男性
男性

会社員
会社員

その他
経済対策、景気対策

何故誰も言わない、若者が生き残る可能性が高いなら、それで良いじゃないか
ＭＭＴを党として採用し、大規模財政出動
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「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 21:41:24 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
経済全体

1/8/2021 21:44:10 40代

男性

自営業

報道

報道で不安や恐怖を与える報道をされると直接免疫力の低下に繋がり、感染拡大します。煽る
報道をいい加減辞めていただきたいです。

1/8/2021 22:12:56 50代

女性

選挙

自民党にはどうしようもない癌があります。菅政権になって自民党に嫌気の差している国民が
爆発的に増えています。でも受け皿になる野党がないのです。自民党の癌を見つけてその選挙
区に対抗馬を立てて下さい！今国民民主の人気が上がって来ています。

1/8/2021 22:18:16 40代

男性

国家運営

まず無能政治家・官僚が多すぎる
霞ヶ関・永田町は統合して
官僚を政治家扱いにした上で
８割削減すべき
霞ヶ関・永田町統合組織は
医療・介護・福祉・防衛・外交・災害対応のみ担当
それ以外の分野は政治行政から完全に独立させて
国民の自己責任を求める
ベーシックインカムを導入して
年金・生活保護は完全廃止
納付済み年金保険料は全額返金
年金受給者は現支給額完全固定
国民にはベーシックインカム以外の
手当てはないことを覚悟させる

1/8/2021 22:28:27 10代

男性

暮らし全般

政府のコロナ対策は全力でやられてると思うが、思うような効果が出ていないと思う。
そこで緊急事態宣言の罰則と補償、入国規制、孤独などで精神的に悩み自殺が増えている若者
や女性など弱い立場の方を始めとした国民への支援の３つの観点から提言する。
・罰則という強制力に裏付けられた補償を行うべき
→法的に強制力と十分な補償を位置づけることで休業することができるようにする。まず菅政
権は財政規律論を凍結する気配は全くなく常に財政を気にしながらで一向に金庫を開ける判断
ができていない。まず補償をケチれば何十倍もツケを支払うことになるし経済悪化で多くの人
の命や暮らしが危ない。今は財政再建など完全に放棄すべきである。コロナ債を出して徹底的
に大打撃を受けた産業や個人に支援すべきである。またコロナ感染症が拡大する中、自粛では
効果が薄く負の側面ばかりが露呈する。いわゆる自粛警察の私刑が行われ憎しみが憎しみを呼
ぶ状態を招く。自粛要請されても十分な補償がない、お客さんが来ず嫌がらせを受ける。また
自粛では法的に補償を位置づけることが難しい。強制力とそれに裏付けられた補償が良いのは
言うまでもない。同じように罰則と十分な補償をセットにした土地収用法などが根拠である。
罰則も国家の刑罰権を握ることで嫌がらせ行為を排除する効果になる。またいわゆる「自粛警
察」の嫌がらせ行為については刑法を始めとして軽犯罪法や迷惑防止条例などで対処し適切に
取り締まるよう警察など関係機関へ申し入れを行ってほしい。
・次に入国規制について
→ビジネス目的での往来について入国制限の緩和がなされている。彼らには14日間公共交通機
関を利用するな、接触アプリを入れろと要請しているが実際ほとんど守られていないのが実情
だ。同じ島国の台湾では徹底した取り組みを行いルールに違反した入国者を強制送還した事例
がある。日本でも出入国管理法の解釈でルールを守らない人は治安維持、国民の平穏を乱す行
為(感染症を広げるリスクのある者)と判断して強制送還すること、入国拒否ができるのにそれ
をしないのはなぜなのか。私はすべきであると考える。また現在変異種が確認されている。政
府は中国韓国からのビジネス目的の短期在留者については入国拒否の対象から外すとしており
変異種が確認されてから対応するという方針である。疑問を感じざるを得ない。変異種が確認
されてから止めるのでは遅く、既に入ってる可能性も排除できない。今でも遅いくらいだが一
度完全に停止すべきである。GoToキャンペーン停止よりもこちらを先に停止すべきであっ
た。順序が誤っている。

タイムスタンプ

大学生

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

マスコミ(特に羽鳥慎一モーニングショーの玉川徹)が今回のコロナ煽りの主犯なので、報道被
害を垂れ流してるとして厳重処分。
あと政治家も簡単に流されるの止めなさい！特に小林よしのりから献本されても読まずに「コ
ロナ煽り」やってるこの政党の党首！恥を知りなさい！石破茂は献本されなかろうが自主的に
読んで脳ミソアップデートしてるのに情けない！

経済は「人が生きていくための命の基盤」です。空白を作ればその
分たくさんの自殺者や失業者が発生します。
「経済か、命か」なんて馬鹿げた妄言を幾つか聞きますがカルトの
妄言でしかない。経済軽視してる時点で生命軽視以外の何者でもな
い！
幸い日本では死者2000人、しかも9割以上は高齢者。しかもこの
2000という数字も水増し！であるなら経済を止めずに免疫作る流れ
で問題なくいけます。日本と違って皆保険ではない、衛生観念が致
命的に欠けてる、ウィルスに対する耐性が弱い欧米諸国の右なら
え、にならう必要は全くありません！

コロナ論
コロナ論2
新型コロナ-専門家を問い質
す

改めて政府のコロナ対策は全力でやられてると思うが、残念ながら
思うような効果が出ていないと思う。まずGoToの方向性は良いと思
うし、国民への一律給付金や持続化給付金、家賃補助についても国
民民主の皆さんの懸命な申し入れが動かしたと皆さんわかってくれ
てます。だからこそもう一度ここで素晴らしい提案をバシッとやっ
てもらい国民民主党の存在感、自分たちの存在意義をしっかり示し
てほしいと思います。私の友達の若い人は国民民主党いいねって
言ってくれてます。自信もって頑張ってください。この申し入れが
お役に立てたかはわかりませんが率直な声を伝えました。そして私
の知り合いで悩んでる方にはこのフォームを送りました。彼ら彼女
らの声も是非聞いてあげてください。
最後になりましたがこういう意見募集をかけてくれたことに感謝と
敬意を表します。ありがとうございました。

藤井聡氏のコロナ対策 財
政再建論は最低でもコロナ
完全収束までは凍結
https://www.jacom.or.jp/no
usei/tokusyu/2020/12/2012
09-48201.php
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タイムスタンプ

年代

性別

1/8/2021 22:30:22 40代

男性

1/8/2021 22:50:14 30代

女性

1/8/2021 22:52:30 10代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
リラクゼー リラクゼーション業
ション業
ご職業

くらし

学生

将来的な税負担

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

飲食店以外の補償がなく不公平

菅総理は、飲食店以外の補償に関して、飲食店に関連する支援は前
向きに検討すると言っています。しかし私どもリラクゼーション業
は23時間までの営業にも関わらず、20時以降の外出自粛により売上
が相当落ち込むと想定されます。飲食店に関連しないため、このま
まだとおそらくバッサリ切られ死活問題です。20時以降の外出自粛
により売上があきらかに低下するお店にも補償が配分されるように
訴えかけて下さい。

参考にすべき著作や文献等

大阪在住者です。
①マスク着用・アルコール消毒の徹底について
・屋内でマスク未着用の方を以前よりよく見かけるようになりました。酔っ払ってマスクなし
で大きい声で話している方も週数回見かけます。仕事帰りに同じ電車に乗ると不安になりま
す。(職場でも内輪気分なのかマスクを外している人がいます。。)
・近所のスーパーに入店する際、アルコール消毒をしている方は半分もいないように見受けら
れ、春先より意識がかなり低下しているように思います。
→今一度マスクとアルコールの感染予防効果について、国として発信してほしいです。尾身先
生や忽那先生などの専門家の方々もかなり発信に尽力されていると思いますが、政府自身が科
学的エビデンスに基づいた理論的でシンプルなメッセージ、自らの言葉で国民に具体的な対策
を促していただきたいです。(政府は科学的事実に基づいた判断が十分でないように感じま
す。国会議員の会食に関しても正当性の後付け、言い訳が国民に対して矛盾したメッセージに
なってしまったと感じました。)
②生活に困っている方への迅速な支援について
・秋ごろ(時短要請なしの時期)久しぶりに繁華街に食事に行った際、以前の賑やかな様子が一
変し、閑散としていました。。
・また、早めに閉店した店の前に出されたゴミの中身を探るホームレスの方が複数おられて、
秋の時点でホームレスの方が増えていると感じました。
・生活に困っている方がさらに増えることが予想されますし、景気が悪くなると治安も心配で
す。
→生活に困っている方への迅速かつ継続的な支援が必要だと思います。
③海外からの入国制限について
・緊急事態宣言が発出され医療現場が限界に近い今、感染力が高い変異性ウイルスの感染拡大
が起こると、オリンピック開催はおろか社会活動へのダメージをより大きくかつ長引かせるこ
とになり、入国を認めるメリットよりデメリットのほうが圧倒的に大きいのではないでしょう
か。ことが起こってからでは手遅れだと思います。
・国内で不要不急の外出自粛や県外への移動自粛が求められている一方、海外からの入国は可
能というのは理解しがたいです。私たちの日々の努力は意味がないようにも思えてきます。
現状、コロナ禍で財政支出による国民への救済策はかなり小さな規模で行われていますが、そ

科学的知見に基づいたコミュニケーションが国民の適切な感染対策
の実践につながると思います(忽那先生の発信が素晴らしいです)。ま
た、医療やITなど科学技術が解決できる課題がまだまだあると信じて
います。こうした科学的なアプローチの施策の実行とともに、困っ
ている人の生活や事業者を助けるのが政府や行政の仕事だと思いま
す。
今は与党野党とか右寄り左寄りとか関係なく、みんなで知恵を振り
絞ってこの難局を乗り越える時だと思います。長いトンネルを抜け
出せる日が来ることをただただ願っています。

れは未だPB黒字化目標を掲げ続け、財政規律を求め続けることが原因です。
大規模な財政出動をしても、その後税で取り返す、という形をとる必要がないことは現在の経
済学でわかっていることです！
国民民主党さんの「PB黒字化目標」の撤廃と、
財政法の財政規律規定の廃止を求めます！
1/8/2021 23:11:02 50代

女性

会社役員

コロナ対策の指揮官の交代につ
いて

本日1/8の報道ステーションに出ている菅総理の話を聞いて、この人に任せていて日本は大丈
夫だろうかと本当に心配になりました。

これまで国民民主党 や玉木さんのことをあまり知りませんでした
が、様々な提案をされていることをTwitterで知り、国民民主党を応
援したくなりました。これからも頑張ってください。そして、玉木
失礼かもしれませんが、高齢になってくると、どうしても判断力が鈍ったり、視野も狭くなる さんが総理大臣になったら、日本もより素敵な国になるのかなと思
のかもしれません。
いました。応援しています。香川県民より
通常なら問題ないのかもしれませんが、今の有事の時には、少しでも早く的確な判断が求めら
れると思います。このまま菅総理がコロナ対策の指揮官として？トップに立つのは能力的に無
理があるのではないかと思ってしまいます。
コロナ対策の指揮官を別の人に交代はできないのでしょうか。
総理大臣がコロナ対策の指揮官をしなくてもいいのではと思います。
玉木さんにコロナ対策の指揮官をしていただきたいです。
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1/8/2021 23:28:41 50代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
新型コロナとの共存

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

新型コロナは長期戦であることへの対応

飲食による感染を防ぐために、夜８時までの営業規制が示されてい
ますが、新型コロナとは、これからもニューノーマルとして、うま
く付き合う必要があります。
飲食店の中には、既にアクリル板、入店時の声かけし、アルコール
消毒したことを確認し、お客側も前向きに協力する運営ができてい
るところもあります。飲食店だけだなく、お客様の協力が不可欠で
す。

参考にすべき著作や文献等

特に首相や医療関係者がどんなに、TV, YouTube 等で語っても、本
当に理解してもらいたい若者や深夜の飲食志向の方には伝わりませ
ん。
逆にTVを見る世代は、疲弊する話題ばかりで、心まで落ち込みま
す。

1/8/2021 23:34:00 40代

女性

医療関係

分科会への対応、評価

そこで提案ですが、飲食店の巡回指導を一定の権力、資格を持たせ
て実施することが有効と考えます。お願いでは限界です。
例えば、
・入口にアルコール消毒液を置くだけで無く、正しく使ってもらう
ためのガイドを店員が遠慮無くやれているか？
・お客様側も感染を意識した対応をしているか？
・お客様も単純に５名までで無く、日頃から一緒の生活をしている
方と、それ以外の方と区別して対応する必要があります。そのため
には入店時にお客様へヒアリングして、入店ワッペンをしてもらう
きっと現場では揉めることもあると思います。だからこそ、お店を
続け、楽しむために理解を求め、理解を得られれないなら入店を断
る。理解を得られる方で飲食を安心して楽しむ。
飲食店をニューノーマルとしてどう運営して、楽しめるようにする
（「緊急事態宣言発出に伴う」というテーマからは若干外れるのかもしれませんが）尾身先生 か？に力を注ぐと、みなさんの協力を得られると考えます。
ら分科会への敬意を示していただきたいです。正しくそのメッセージを受け止めて欲しいで
す。
政府・与党からも軽視され、野党からも罵倒され、そんな中分科会の皆様がご尽力くださるこ
とに本当に感謝しております。
政府・与党と分科会を同一視しないでいただきたいです。また、国民にもそう感じさせないで
いただきたいです。
専門家や科学への信頼を揺らがせ、攻撃対象とし、国民を不安や混乱に貶める手法は、トラン
プ氏のようで「成熟した民主主義」とは真逆のものだと思うのです。
バイデン氏のように、専門家や科学への信頼や敬意を大切に「分断」ではなく「団結」を目指
していただきたく存じます。
どうか、よろしくお願い申し上げます。

1/8/2021 23:55:36 50代

女性

パート

コロナ生活

緊急事態宣言全国に

地方にも、東京ほどではありませんが
じわじわとコロナが増え続けています
そして、ご存知の通り国民は皆んな
コロナ疲れで不便な生活の中
頼りにならない、政府には振り回されています、地方だってコロナ
は確実に増え続けています！中途半端な事をしないで、全国にも、
緊急事態宣言して
一律給付金をお願いしたいです！
勿論、お金に困ってない方もいらっしゃると思いますが
今は弱い立場お金に困っている人も沢山います、給付金で少しは心
にも余裕が出ます！是非この声が届いて欲しいです！そして地方に
も、目を向けて下さいお願いします…
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タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
陽性判定後の働き方・生活につ
いて（複数カテゴリーにわたる
と判断し、その他に記載させて
いただきました）

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/9/2021 0:08:23 20代

男性

大学生

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

PCR検査を受け、陽性判定を受けた後に入院・宿泊療養などの受け皿がないという問題も気が
かりな問題の一つではありますが、地方在住としてまた就活を終えた身として感じる問題とし
て陽性判定を受けた後の世間の目です。地域によっては陽性患者に対する誹謗中傷や直接的な
言動による攻撃などがあると噂レベルではあるものの聞いています。また、就活や職場での勤
務においても陽性となったあとに退職を命じられる、内定の辞退を迫られるのではないか、と
いった懸念があり、仮に体調が悪くても病院の受診はもちろんの事、検査の受検を拒否する人
がいるとのニュースを見たことがあります。このような心理的な障害が検査拒否及び療養拒否
をする人を一定数出している原因となっているのではないかと考えます。陽性患者に不利益が
発生しないための政策（法務省や都道府県・市町村が連携した人権擁護のための広告や陽性者
に対する人権侵害に対する改善勧告、労働局によるコロナ陽性を理由とした解雇などの不利益
措置に対する是正勧告などの実施）を実施し、社会に陽性になり、回復したとしても安心して
生活できる環境を整備することが必要ではないかと考えます。

公党の調査とは言え、ネット上で行っていることなのでプライバ
シーの保護や個人情報漏洩（メールアドレスの保護）に関する部分
への懸念があります。今回提出させていただいたコメントが完全に
匿名化され、外部へ個人情報特定（メールアドレスの公表など）に
つながる情報が一切発表されないことを強くお願い申し上げます。

1/9/2021 1:20:58 40代

女性

パートと主 一律給付金
婦

緊急事態宣言で今回は一律給付金がセットではありませんでしたね。
気持ちも家計も不安で怖いです。
選挙のための給付金は意味がありません。今が大事だと思います。
よろしくお願いいたします。
我が家は子供が落ち着いた昨年の春からパート復帰する予定でしたが、満員電車と家事代行と 国民を助けてください。
いう人の家に入り込む職業のため私がコロナになって小学校では噂され家族にも迷惑になるた
め復帰出来ずあてにしていたお金も入らなくなりました。月6.7万円くらいですが家計がきつ
いです。
私の実家は北海道でお互いですがコロナから里帰りと行き来しません。お互いを考えているな
らです。なのにGOTOをしたせいでお互いの地域で増えて大変な事になりました。
沢山問題はありますが、その間に政治家の不正やルール破りの会食、年寄りの政治家のおかし
な発現こちらについては定年制と共に脳の検査と身辺の検査をお願いいたします。(運転免許
と同じ)
なぜかというと、私の親が言うのですが、年をとるとひとつの事に拘って考えるのが面倒くさ
くなるそうで、そんな感じでやられると今のような感じになるのではないのかと思います。
コロナにかかってもよい緊急事態ならば、風邪といえばよいと思います。
とても政治不振になってます。
自民党には入れたことないから余計。

1/9/2021 1:30:14 60代

男性

特定行政書 国民の一人
士

１
現在の日本においては、コロナ禍に政府がお金を出すことに対して、将来の世代に借金を押し
てけるものだということで、政府が思い切った財政出動を批判する国会議員がいる。この考え
方が、国民に対する支援を小さくしている。そして、このことが「戦時の逐次投入」という、
戦時ではやってはいけないことをして、支援の効果を小さくしている。
２
飲食店の営業を短かくするなら、補償はセットでなければならない。十分な補償をしないでお
いて本来自由な営業をするなというのは、職業選択の自由を否定するものである。この意味に
おいてこそ補償はなくてはならないのである。
３
2019年の10月1に税率が10パーセントに引き上げられた消費税は、税率0パーセントにするべ
きである。法人税の引き下げに当てられている消費税は、株主資本主義のためである。
４
医療機関においてその業務が逼迫するというが、むしろ逼迫しているのは保健所の業務である
のではないか。これについての対策を早急に講ずるべきである。医師の団体が、緊急事態宣言
を出しているが、自らの団体に対してもだすべきではないか。
５
行政手続という法律アがあるが、時短要請に従わず営業する業者の名前の公表するという手法
をとるという手法は、行政指導に従わないものに対して、氏名を公表する行政指導は、行政手
続法32条や各都道県に定められている行政手続条例に違反するおそれがあるのではないか。コ
ロナ禍に関する行政指導は行政による「圧力」である。
７
上記６のことは、以前はパチンコ屋がやり玉に挙がった。今は、飲食店である。飲食店には、
飲食店にお酒を納入する酒屋や食材を納める者など、実際困っている人々は、複雑に絡み合い
ながら困っている人々は際限がない。
８
国民民主党は、特措法の改正に、罰則を設けるとしている。罰則を設けることは「働くな」と
いうものであり、憲法との問題も絡んでくる。そういった意味においても、たとえ罰則規定を

25 ページ

参考にすべき著作や文献等

玉木さんのYouTubeが好き
です。

前回の緊急事態宣言の解除から今日（2021年1月9日）まで、国会は
何をしていたのでしょうか。今回の第３次の感染の広がりまでの間
に、議論する時間は十分あった。しかし、その間、国会での審議は
十分されたとは言えないでしょう。これを否定するなら、その理由
を聞きたいものです。
うがった言い方をすれば、国会議員の方々は十分な収入があり生活
に困ることはないでしょう。しかし、国民のなかには、そうでない
人々が沢山いることを忘れないでもらいたいと私は思います。
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1/9/2021 2:48:26 60代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
国会議員

1/9/2021 3:10:40 40代

男性

会社員

新型コロナ対策

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

議員定年制導入

このコロナ下で、国民の多くはこの国が絶望的問題を抱えている事
に気がつきました。
それは余りにも国会議員の質が悪すぎるという一点につきます。無
為無策・危機管理無能・私利私欲優先・無感性、挙げればキリがな
いほどの情けない体たらくに恐ろしさを感じ、それこそこの国の危
機を感じています。
そこで玉置さん、今Chanceです。賞味期限切れの老害議員には去っ
て頂く身を切る改革提案を大々的にメディアを巻き込みSNSを使い
打ち出して下さい。国民の多くが二階・菅・麻生・下村などなど無
能老害国益損なう賞味期限切れ議員の退場を心の底から願っていま
す。
このコロナ下、議員は何の痛みも受けていません。仕事をしなくて
も検察の捜査を受けても報酬やボーナスは入るし、緊急事態でも国
会を開かないで、国民にだけ自粛を要請し、この国で一番恵まれた
存在なのです。そして感染鎮静化対策と口では言いつつ相反する施
策を堂々とその時だけスピーディに実施し拡大貢献という人災をも
たらしているのです。結果それらを阻止できない野党議員も同罪で
す。
国民は冷静に見ている事を忘れてはなりません！
今力の無い野党に出来る国民の為の施策は、国会議員の70歳定年制
導入を図り、少なくとも老害を排除する事です。間違いなく国民は
大いに賛同します。
歳を取れば気力体力が衰えるのは自然の摂理、国会議員も期限を
切って働いて頂く、民間同様当たり前を是非導入しましょう。何十
年も権力にしがみ付き老害を撒き散らすなど、そもそも良識ある人
間のすべき事では無いのです。それらを排除する事は国益に叶うの
です。
8日より再発令された、1都３県に対する緊急事態宣言について、私の意見を述べさせて頂きま このコロナ下、どれだけの国民が政治家or政治屋に嫌悪を感じた事
す。
まず、今回の緊急事態宣言の再発令は遅すぎです。
12月中旬の「勝負の3週間」が失敗した段階で、直ちに緊急事態宣言を再発令すべきでした。
事前に専門家の先生達から、クリスマスから年末年始にかけて、感染者が急増するとの予測が
ありました。
それなのに年末年始のGoToキャンペーンの全国一斉停止で、お茶を濁そうとした菅首相の大
失政です。
また、野党から特措法の改正案が、臨時国会の終盤に提出されましたが、審議をする気も全く
無く、菅政権・与党は国会を閉じてしまいました。
理由は、安倍前首相の桜を見る会と学術会議の任命問題の追及から逃げるための菅首相の自己
保身そのものです。
私は、衆院での内閣不信任案や参院での菅首相に対する問責決議案を提出するべきだったと思
いました。
国民民主党をはじめ野党は、閉会中審査での対応ではなく、特措法改正審議の為に、憲法の規
定による臨時国会の招集を求めるべきでした。
18日召集の通常国会では、安倍前首相と略式起訴された公設第一秘書、鶏卵大手のアキタフー
ズの汚職疑惑で吉川・西川両元農相の証人喚問と広島選挙違反事件の河井夫妻、IR汚職の秋元
議員と安倍前首相の議員辞職勧告決議案を提出してください。
今回の緊急事態宣言の内容は、極めて中途半端で小出しの実効性に乏しい内容に私には見えま
す。
時短要請・外出自粛が中心な施策では、失敗は目に見えています。
返って経済へのダメージが心配されます。
緊急事態宣言は、1都3県だけで無く、全国一斉に再発令すべてでした。
北関東や関西圏や中京圏、北海道、福岡県、沖縄県を筆頭に、緊急事態宣言の法的定義である
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1/9/2021 4:50:21 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
新型コロナ対策と東京都

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

緊急事態宣言の再発令について、話し忘れたことがありましたので、提案させて頂きます。
今回も東京都の感染爆発を見て、菅首相と小池東京都知事の確執がかなりの要因に感じられま
す。
元を辿れば、7月のGoToトラベルの前倒し実施で、当時の菅官房長官に対して、小池都知事
が、「状況をよーく考えて頂きたい」と発言をして、実施直前に東京除外でのGoToトラベル
を開始してしまいました。
それ以来は、お互いを牽制しあい、まさに権力闘争でした。
菅首相の首相としての素質も大問題ですが、小池都知事の毎度のフィリップボードを使ったパ
フォーマンス会見。
内容は、マスク着用・手洗い・3密回避・不要不急の外出の自粛の繰り返しです。
両者とも指導者としては、失格です。
ここで、私から提案があります。
統治機構改革の一環として、アメリカのワシントンD.C.のように、東京23区を特別区として、
知事を国務大臣が担当してはいかがでしょうか？
大臣は、東京選出の国会議員で良いと思います。
東京都の予算規模は、スウェーデンと同規模の大変な巨大都市です。
石原慎太郎氏以降は、都知事選は政策論争無しの実質な人気投票。
政府と東京都が両輪となって、日本をリードしてくれる、まともな政治が求められます。
東京23区に特別区を設けて、知事を国務大臣が担当することが、最大のコロナ対策かと思いま
す。
パフォーマンスばかりの小池東京都知事に、どうして都知事選で連合東京が推薦を出したので
しょうか。
やはり、首長選は、知事1人を選ぶ、実質的な小選挙区選挙です。
衆院小選挙区と参院の32県の1人区も、自民党対野党統一候補もシンプルな構図になければ、
自民党の地滑り的の圧勝。
東京23区を特別区にしてして、知事を国務大臣に担当させる議論をお願いします。

1/9/2021 5:26:33 50代
1/9/2021 7:09:35 40代

男性
男性

会社員
その他
労働組合専 失業率、賃金カット
従職員

何故誰も言わない、若者が生き残る可能性が高いなら、それで良いじゃないか
１、病床の拡充
民間病院やホテル等への補償を厚くし、軽症患者の病床を確保して、家庭内感染を減らす。
２、保健所等の業務削減
感染者の追跡調査など保健所職員の負担となっている業務の棚卸しを行い、保健所等の業務を
削減する。
３、一律給付金の再交付
経済対策

1/9/2021 7:55:30 40代

女性

会社員

小売業をしている家族の事

主人は都内で自営で小さな雑貨店を営んでいます。生活必需品ではなく、趣向品です。飲食店
ではないですが、今回の緊急事態宣言で必ず客足に影響を受けます。売上が落ちます。売上が
なければ潰れます。
前回の緊急事態宣言では個人事業主として補助金を受ける事が出来ましたが、今回は飲食店で
はなく、対象外です。飲食店でなく影響が出る商売に対して支援を広げていただきたいです。

1/9/2021 7:58:59 40代

女性

会社員

騒ぎ過ぎるメディアやSNSに対
するストレス

生活が困窮している人はどれくらいいるのか

保健所等への電話が繋がらない。
やっと繋がったとしても数日待たされる。
PCR検査の結果が出るのに、数日掛かる。
陽性結果が出ても、家庭療養を案内される。
このような現状では、家庭内や職場での感染は防げないと思いま
す。
まずは病床や隔離先の拡充、保健所等職員の業務削減を行い、家庭
内や職場感染を減らすことが最優先だと思います。
よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルスの影響を受け、生活が困窮している人や心に負
担を感じている人が一定数いる事は理解できます。
ですが、人材不足の職種はたくさん有るので、仕事が減った、無い
という方達が、短期で働く事が出来ると良いと思います。
一律現金給付は魅力的ですが、その言葉が他力本願を作っているよ
うに感じます。
不労所得をアテにしてしまっている。
本当に困窮している方達は、SNSを確認する事は無いと思います。
厳しいかもしれませんが、SNSで辛いと発信出来ている人は、まだ
まだ余裕がある。
情報を得ることができない本当の困窮者を救える手段が必要です。
相談窓口に電話もできず、役所に出向く時間もない人達。助けを求
められない人達。
目立たないかもしれませんが、キッチリ向き合って欲しいです。
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ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
国民民主が入院拒否で刑事罰と
かファシスト丸出し二階自民党
の犬になったとききました。二
度と投票しません。

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1/9/2021 8:37:34 40代

無回答

1/9/2021 9:10:14 50代

男性

社会の二分化、二極化

緊急事態宣言に反対。社会的に弱い立場の人に皺寄せがいってしまうだけだから。職を失なう
のも正社員より非正規が先で、女性の方が多い。失業者が増えると自殺者が増える。コロナ死
よりも自殺者が増える方が日本にとってマイナスだと思う。
医療崩壊というが、欧米より重症者が少ないのに、欧米は医療崩壊していないのに、なぜ日
本は医療崩壊となるのか？人口あたりの医療体制も欧米と遜色ないはずなのに。なぜ医療崩壊
なのか納得できる説明もないまま、gotoダメ、自粛せよと言われても腹落ちしない。

感染拡大を国民の精神のせいにするのは(マスコミの論調だけかもし
れないが)納得できない。「気の緩み」、「コロナ疲れ」などのフ
レーズを聞くと、緩んだから、疲れたから感染したのか？とツッコ
ミたくなる。
「欲しがりません、勝つまでは」この精神を社会全体が強いてい
る、と感じる今日この頃です。日本の未来に希望が持てない。

1/9/2021 9:30:22 40代

男性

国会議員のあまりにも常識の欠
如

自民党議員と国民民主党議員を次の選挙で落選させる（他党を支持）

昨年の春節で外国人を入れ続け、その後の欧州の流行でも入れ続け
国内の感染対策も後手後手で、いまだに議員らは会食を自粛できず
いまだに11ケ国の往来は止めない経済一辺倒な状況なのに
国民には要請、義務、今度は刑事罰ですか？

刑事罰だ罰則だばかりノリノリな二階自民党と国民民主党ははやくおくたばりになるといいな ひとり親などが入院強制され断れば刑事罰、いやはや国民民主はま
と思いました。
じでファシストです。二階自民党と一緒に1日も早く滅びたほうがい
いですね。
今後の選挙では二階自民党とみなし絶対と投票しませんし、周りに
も呼びかけます。こんなファシストを放置したら国民は死んでしま
います。

そもそも現在入院したくてもできない状況なのにですか？
もう自民党と公明党と、刑事罰に乗り気な国民民主党は絶対に投票
しません。
周りにも絶対に投票しないよう働きかけします。
嫌いなのでへどが出るけどもう一度自民党を徹底的につぶすためな
ら
立憲民主党か共産党を支持する方がマシですね！

以下に問題点を上げます。
・自宅療養で十分な備蓄がない方が買い物に行けば、結果的に罰せ
られる可能性があるが
現在全ての自治体で自宅療養に対して配給などが行われていませ
ん。
・非正規雇用など雇用が不安定な人が自宅療養や宿泊療養にせよ
2週間仕事を休めば職を失いますが、補償面は全く考慮されていま
せん。

1/9/2021 9:47:13 20代

男性

アスリート 世代間の対立

・正規雇用の人でも基本的に宿泊療養や入院の場合に有給休暇以外
の方法はありません。そのため現状コロナに罹った人は罹った事が
現場で働く人の多くは若い世代(医療、運輸など、様々な分野で)であ

若者世代に対しての批判が多いこと

ると思うが、若者が多く行動してると批判を受けることが多い。
確かに自粛をしない人もいるかもしれないが、多くは必要だから労
働をしている、コロナと戦っている人が多い。
国民にこういったことを煽るのではなく、尊重するコロナ対策へと
舵を切るべき。
1/9/2021 9:50:24 40代

その他

看護師

景気回復

消費減税と入国制限

緊急事態宣言で私権の制限を菅内閣は課していますが、一方では入
国制限を緩和したままで外国人が歩き回っています。国民の生存
権、財産権、勤労の権利を奪い取り自粛警察を煽り立ててる有様で
す。また消費増税とコロナによる景気悪化で経済的な焼け野原とな
りそうです。
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1/9/2021 10:41:59 30代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
内部監査人 政治の意思決定プロセス
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

竹中平蔵氏やアトキンソン氏が政府の御用学者で、中小企業潰しを
推進していく等の話が出ていますので、御党で両氏が進めている政
策提案を阻止して下さい。
また、各助成金と真水の財政出動をお願い致します。

私の勤めている会社のホー
ムページです。
https://arone.co.jp

政治家、特に、自民党と立憲民主が政治リスクを取っておらず、リスクを全て国民側に投げて
いると感じます。ここが、最も腹立たしく感じるところです。
貴党としては、各業界、特に公共交通機関と積極的に交渉をされてはどうでしょうか。
空港への公共交通機関が動いていなければ、政権は空港を閉鎖、あるいは入国者の一定期間の
隔離をせざるを得ません。
そういうステイツメントが各公共交通機関の代表者から出るだけでも、効果があるはずです。
やはり、現在の貴党の人数では国会での活動だけで政権を動かすのは難しいので、国会外での
活動にも力を入れていただきたいと思います。
これは他党にはできないことだと思います。
頑張ってください。

1/9/2021 10:42:46 50代

男性

会社員（経 製造業
営者）

（環境・業界等）私は、産業機器（工場設備関連）の電子電気を用い主に産業用の機械を制
御・動作させる機器の設計製造を行っているBtoBの会社に勤めて（経営）います。
（状況）
（開発部門）前回の緊急事態宣言時も関わっている業界が設備関連の製造業のため全ての新規
開発案件が無期限先送りとなった。（ほぼ１００％減）
（製造部門）客先の受注減により、弊社への発注も減った。（最大９０％減の月あり）
（課題）開発、製造共に受注減のため、運転資金の調達が課題。
（解決策）政府政策のセーフティーネット４号の融資を受けました。

国民と日本国内企業を幸せにする為の政策提案を期待しています。
よろしくお願い致します。

政府の赤字は、国民の資産、国債発行は、貨幣発行と同等、是非民
（政府への要望したいこと）上記記載のように運転資金の融資で乗りきってはいますが、今回 間への貨幣供給政策提案をお願いします。
の非常事態宣言再発出により、飲食業、旅行業だけでなく幅広い業種に波及していることを
知って頂き、企業向けには持続化給付金の再給付や定額給付金の一定期間の毎月給付など国民
や国内企業への手厚い補償を実現する要望をお伝えして下さい。
企業向けの雇用調整助成金ですが、弊社のような零細企業(株式会社ではあります。）は、雇
用保険の適用事業主ではないため、助成金も対象外です。出勤簿等で勤怠管理をしていますの
で勤怠管理を条件に例外規定を作って対象にして頂きたいです。

1/9/2021 11:15:33 50代

男性

会社役員

テレワーク助成

政府はテレワークを推進しますが、テレワークのためには環境を整えなければなりません。回
線やICT機材だけでなく机や椅子なども必要です。ところが現行のテレワーク助成金の適用範
囲は極めて限定的で使いものになりません。また、PCを支給しようにも（一部特例はありま
すが）一定以上のスペックのものは減価償却となり消耗品扱いにならず、至急数が多ければ多
いほど企業側にとっては二の足を踏むことになります。この際、助成制度の見直しとともにこ
の税制を変えるべきかと考えます。
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1/9/2021 11:27:37 50代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
生活全般

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策
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扱いが大げさすぎ。日本における陽性者数、重症者、死亡者を見れば季節性のインフルエンザ
以下なので同等の5類扱いにすべき。せめてPCR検査のct値も40ではなく35にすべき。一人当
たりの病床数世界一の医療資源を生かすため行政単位を越える医療機関の連携が必要。東京は
コロナ専門の病院が必要。今が非常時と思うならなおさらコロナの患者を拒否する指定医療機
関は名前を公表してペナルティも必要。コロナ患者を受け入れている病院には十分な援助が必
要。もしくは重症者用のベッドを行政や国が1500床1年間買い取る。営業制限と補償はセッ
ト。営業利益補償、関連業者も同じく。なじみの店が閉店しました。コロナが落ち着いてもこ
れでは意味がありません。映画、演劇エンタメ業界にも補償を。彼らは不要不急の存在ではな
くむしろこの時代には必要不可欠な存在です。

感染は特定時間帯や飲食店にいるから感染するのではなく、感染す
る行動をするから感染するということを含むメッセージを対策に乗
せて政府や行政は出すべき。旅行でも場所の移動で感染するわけで
はなく、旅先でとる行動によって感染する可能性があるだけ。BAR
で独り黙って飲んでいるだけは感染しようがありません。PCR検査
に頼るのは危険。単に陽性云々ではなく感染させる可能性があるか
どうかを見るようにする。まだ撲滅できると幻想を抱いている。ワ
クチンに期待しすぎ。西浦先生のような予測を大きく外した専門家
は理論や考えを改めない限り行政の専門家委員会に近づけないよう
にしてもらいたい。地上波のTV局はイメージで恐怖を煽るだけで必
要な情報は流していない。汗が触れても感染しないとか仮に排せつ
物が手にかかってもそこには感染するほどのウイルス量はないとか
満員電車が好きなわけではないですが、咳エチケットと発話せずに
換気していれば感染することはまずないとか役にたつ情報が少な
い。目鼻口は直接触らない、触るときは直前に洗うとか、入念に洗
うのではなく、小まめに手を洗うとか、会食はしてもどんちゃん騒
ぎはしないとか行動に関わる情報を出してもらいたい。特措法改正
は考えたほうがいいですが、私権制限は慎重になってもらいたい。
特に今の政府や知事たちには権限を持たせたくありません。

参考にすべき著作や文献等

よくわからない時でも一度決めた方針は色々ウイルスのことが分
かってきても一切変えず、対応だけは少し変えようとする程度。政
府や行政の態度はこれだけ状況が変わって不都合が生じているのに
日本国憲法を改憲しようとしない姿勢に通ずるところがあると思い
ます。

1/9/2021 12:36:08 40代

男性

自営業

コロナ全般

お疲れ様です。メディアが煽り過ぎだと思います。テレビ。私はテレビは全く信用してないの 正直、立憲民主と一緒の時は全く評価してませんでした。しかし、
でネットでしか情報を収拾しません。しかし年寄りなどは騙されます。解決策と言われるとわ 筋を通し国民民主になり離れた政治家さんの見方が変わりました。
かりませんが私は電波オークションだと思いますがそれは政治ですよね。
それから気にするようになり提案型に変わり本当に素晴らしいと思
います。世の中色々な意見があり全ての思い通りにはなりませんが
あと私は自営業で飲食などではありませんがやはり影響を受けています。やはりコロナ、増税 あまりにも自民党が酷く、いくら意見を述べようが変わらないんだ
で不景気になり、また先行き不安感でみなさんお金を使いません。当たり前です。私はまだ大 なと諦めていました。自民党支持でしたが天狗になり全く私達の方
丈夫なので本当に困っている飲食店等、人が集まらないと成り立たない商売を助けてあげてく を向いていないのでこれからは国民民主を応援したいと思います。
ださい。解決策はわかりません。
コロナ渦で大変でしょうが体調に気をつけてみなさん頑張って下さ
い。
また緊急事態宣言はわかりました。しかし外国人を入国させるのは全く理解できません。入国
させてもいいのですが二週間の待機罰則付き、日本の税金は使用しない。なぜ国民に制限を設
けて外国人を入国させる。信じられないです。私は中国に留学経験がありますが彼らは入国前
の陰性証明なんていくらでも偽造できます。
あとなぜコロナの陽性者の国籍を隠すのですか？その開示も求めて下さい。
宜しくお願いします。
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1/9/2021 12:44:59 50代

無回答

自営業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
新型コロナウイルスのＴＶ出演
されておられる感染症専門の各
教授の方々。

1/9/2021 13:03:33 40代

男性

会社員

新型コロナ対策

タイムスタンプ

年代
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新型コロナウイルスに対して、専門家で正しいことをご解説、頂いている方々は、皆さまが医
師免許をお持ちのかなり優秀な方々です。しかし、あまりにも各局に様々な方が、それぞれ対
策を言われています。しかし、その発言に私が疑問に思っている事があります。医師不足の状
態だと皆様どの方も言われますが、その方がスタジオ迄、わざわざ来て、解説する必要がある
のですか?そんなに良く対策をご存知であれば、せめて、新型コロナウイルスにより、クラス
ターを発生している所に出向き、そのクラスターが起こらないように、コロナ病棟のゾーンニ
ングや各病院の感染防止策などを教えて、上げれば良いのにと、視聴者の一人として、疑問を
感じながら視聴しています。せめて、視聴者が分かる様に、私は、国民に対策を呼びかけを実
施された専門家であると、前置き位してから、TVの解説をしている広報担当の者ですとかは、
言ってほしいと思います。まず、各局すべてが解説を呼ぶ必要性に疑問を感じています。いか
が思われますか?

今やって欲しいことは、衆参議員が超党派で医療従事者の方々や飲
食業を営まれている方々、旅行業界の方々、介護施設の従事者など
コロナで困っている方々に国会議員の方々が寄り添って頂いている
かが、重要です。そこで、超党派議員で賛同者を集めて貰い、有志
でも良いので、賛同頂ける方々が自分の自腹で寄付行為をする事で
す。お金は、何にでも変化します。税金でお給料やボーナスを頂い
て居られるのですから、政治家の皆さんが、国民に、寄り添ってい
る事がはっきりとしますし、政治家も医療従事者や困っておられる
方々に私は、寄り添っているという見解を一番お示しする簡単な手
段では、ありませんか？それを国民の代表者が示す事で、国民の考
えが少しでも変わり、自分事として感じられれば、国民の意識もほ
んの少し変わってくるかも知れません。従って、この活動を直ちに
実行して下さい。そして、国民に、模範をお示し下さい。私の考え
は、浅はかかと思いますか、国民が選んだ方が、上記の事を実施し
て貰えれば、また、報道でも取り上げられたら、ほんの少しの事で
も国民に伝わり、皆さんの行動次第で行った行為に賛同を呼び、政
治家様にもプラスに働くと感じます。

参考にすべき著作や文献等

玉木代表が、13日に内閣委員会で質疑に立たれるとの事ですので、新型コロナ対策を優先され
ても構いませんので、皇室問題について
取り上げて頂く事を希望します。
2018年2月より、秋篠宮家眞子さまと小室圭さんとの結婚が延期されています。
週刊誌報道等で小室家の金銭トラブルが影響を与えていると聞いています。
私は、お互いが愛し合っていて、結婚に迷いが無いのであれば、単純に国民の一人として歓迎
したいと思います。
私は、天皇制を否定する共産党支持者ではありませんが、実際問題で皇族の生活は国民の血税
で賄われているのも事実です。
眞子さまが正式にご結婚をされて皇室を離脱された場合には、結婚支度金のようなものが、1
億円程度支給されると聞いています。
今のコロナ禍の厳しい状況で疑惑の目で見られて、1億円もの血税が使わられようとしている
小室圭さんに国会の内閣委員会に参考人として出席されて事情説明をされたらどうでしょう
か。
くだらないワイドショーや情報番組で、プライバシーや人権を無視したリポーターからの吊し
上げの記者会見より、眞子さまの父上である秋篠宮さまが安心されると思いますが、国民民主
党、その先の自民党は動きますか？
秋篠宮さまは、なるべく皇室予算を減らそとなさっている方です。
暗いコロナ禍の中で、ご結婚という、おめでたい事があればと思いました。
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1/9/2021 13:16:39 40代

男性

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
自殺大国を止めること

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

新型コロナ騒動は、完全に何から何まで全部ウソです。ありもしない感染症の危機を煽るのを
やめ、人体に極めて有害な対策（マスク、消毒、新生活様式など）をやめ、免疫力を落とさな
いようにすること、毒入り食品を食べないこと、猛毒ワクチンを決して受けないこと、インチ
キでデタラメなことがはっきりとしているPCR検査をやめること、世界中の医師や専門家が告
発し続けているプランデミックの事実を一刻も早く全国民に伝えることです。

新型コロナウィルスの存在が一度も証明されていないことは、あら
ゆるところで確認されています。PCR検査がデタラメだらけだとい
う事、陽性者は感染者では無いこと、無症状は感染させないこと、
死者数は大幅に水増しされた捏造の数値であること、それにも関わ
らず死亡していない人の数は99.9%を超えていること。

内閣官房へ送った時には
URLが弾かれましたので、
上記の ” 自由記載欄（任
意）” ではURLを削除して
ありますので、以下にURL
と共に再掲します。

そして、この地球規模のフェイクにより、猛毒ワクチンを人類に打
たせようとしていることを知り、やめさせなければなりません。
以下、内閣官房や厚生労働省に提出した内容を引用します。
『新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について（案）
案件番号060201223
所管省庁・部局名等内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室
（03-5253-2111）
厚生労働省健康局健康課予防接種室（03-5253-1111）
受付開始日時2020年12月24日0時
受付締切日時2021年1月12日23時

ワクチンが人体に極めて有害で
非常に危険なものであることは
既に数多くの告発で暴かれています。
ワクチンにメリットは皆無です。
1/9/2021 13:27:59 50代

男性

アパレル小 コロナ禍での外食
売業

都道府県を跨がらず公立の高校受験の学区制度範囲や隣り合った市町村でコロナ感染者の発令
の無い隣接市町村には出かけられるなど収束して来たら少しずつ広げて行く方法はどうなので
しょうか？行きつけの常連のみが集まるなら毎朝の通勤通学の満員電車でクラスターが発生し
ない同じ搭乗者だからの理由と同じなのでは…？一見さんはお断りでもやって行ける飲食店は
多く有ると思います。

ワクチンは甚大な被害を及ぼします。
自民党菅政権はダメだと思います、国民民主党は立憲民主党と協調
しないなら是非応援したいです。千葉県衆院選挙区10区で素晴らし
い候補者を立てて欲しいです。

1/9/2021 13:47:08 40代

男性

自営業

2月末まで指定されているイベント開催制限を解除してほしい。

いかなる場所でもコロナ対策が必要だということは当たり前だと思
います。
役所や公共交通機関、ショッピングモールや大型量販店などなどあ
らゆる場所で、その場の長の判断で各々対策をしていますよね。
対策方法を自由に自分達の判断でする、しないを選び実施していま
す。

イベント業

非常に重要なものばかりで
す。極めて重大なことが書
かれています。ネット上で
情報交換し続けている方々
が、真剣に真摯に事実と向
き合い精査し続けている貴
重な内容です。
今の世界で何が起こってい
るのか、膨大な時間をかけ
て何の見返りもなく日々検
証し続けている方々の集合
知のレベルはたいへん高く
なっています。
決して見過ごさず、しっか
りと受け止めてそれぞれが
ご自身で見て、確かめて、
納得の上で知識として知恵
として、人類の英知の一つ
として、役立ててくださ

しかしイベント業は違います。
人数がどうのこうの、%がどうのこうの
来場者名簿をつけろ、座席表を保管しろ
マスクだ消毒だ換気だなんだかんだと命令され続けています。
ここに主催者としての自由はありません。
そしてイベントとひとくくりにしている事も問題です。
例えば、
･コンサートやライブのように屋内空間で一定の場所で長時間発声を
伴うイベント
･フリーマーケットのような屋外で人が流動するイベント
このふたつはイベントとひとくくりに呼びますが全く性質が違い、
当然に感染拡大リスクも違います。
しかし政府の対策では同じイベントです。
🔴コロナ対策を主催者判断で行えるようにする事
🔴イベントの性質を細分化した対策ガイドラインの作成
このふたつはを求めます。
今の状態は凝縮差別であり人権侵害です。
1/9/2021 13:55:17 20代

男性

情報系

マスクについて

マスクを付けるのが息苦しいです。マスクを付けるのは必要だと思いますが、ときたま、精神
的にも身体的にも息苦しいときがあります。
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1/9/2021 14:09:10 20代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
無職(生活保 趣味、娯楽
護受給中)
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

日々生きている中でストレスが溜まったり
嫌になって死にたい、どうしたらいいんだろ？
と悩んだりすることも皆あると思います

できたら菅総理(政権)じゃ、ほんとダメダメすぎるんで
与野党の議員に協力してもらって
菅降ろし&次期衆院選までは玉木雄一郎総理のもとでやってもらいた
いです
(自分的には菅さんよりも玉木さんのほうが期待できる)

そうした中で大切なのが息抜きや趣味、娯楽だと思います
未だ終息の目処が立たないコロナ禍で
イベントやお祭りの中止が相次いでます

参考にすべき著作や文献等

因みに自分は日本第一党支持者です

自分はジャニーズや男性アイドルが好きで
コロナ流行前はよくそれらの無料ライブや無料握手会にも行ってたんですが
そうゆうイベントなんかもオンラインに移行されたりしてて
ほんと腸が煮え繰り返るくらい憤りを覚えるというか悲しいです
なるべくコロナ前の生活ができるようにするためにも
やはり今は多少の経済損失を被ってでも
企業(事業者)や全国民に十分な補償と
十分な一律定額給付金をしっかりした上で
不要不急の罰則付き外出禁止措置を出すべきだと思ってます
まずはコロナの終息が第一だと自分は思ってますが
終息の期待もできない今のような弱い緊急事態宣言を出されても
国民や事業者はもう従う気持ち無くなってくると思うので
菅総理にオリンピック中止も要請していただき、
短期的(半年ぐらい？)且つ力強い緊急事態宣言を出してもらいたいです

1/9/2021 14:17:53 30代

女性

小売り

コロナと世界情勢 国防について コロナが実在するという証拠もなく、国民を先導しないでほしい

アメリカ大統領選 により、コロナの裏側にも気付いた国民は多いで
す

経済のみならず
子供たちへの強制マスク
大変有害です

中国資本への過剰な依存
国が壊れます
中国とは、まともにルールを守る国になってから
国交を結び直してください

原因不明で倒れている子供達 多数います
そして、もし 大変危険なコロナが本当にあるのなら
国民だけを我慢させ、中韓を入国させる理由をハッキリ堂々と 白昼のもと説明してほしいです
国民は相当怒っています！
1/9/2021 14:18:11 40代

男性

派遣スタッ 納税
フ

お疲れさまです。私みたいな低学歴では良いアイデアなかなか出ません。
ただ思いつきですが、ふるさと納税
い?

これがあるなら、コロナ納税

これがあっても良くな

コロナで困っている人や、お店、中小企業への支援などに利用していく。
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1/9/2021 14:35:05 30代

男性

1/9/2021 16:30:21 40代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
無職（自営 コロナにたいする政府の対応に
をするため 関して
に動いてま
す。）
ご職業

パート

国民にマイナスな特措法

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

①今回の緊急事態宣言は、おもに食の業界に対しかなりの圧力がか
かるものとなっていますが、助成金＝何を助けるものなのでしょう
か。
企業を助ける→従業員の雇用、解雇防止→国民生活を守る。となっ
ているのでしょうか。私は全くなっていないと思います。
病院への助成もかさましするそうですが、それが、看護師への給
金、ベット数（運用実数の話です）の確保、コロナ搬送時のたらい
回しの改善につながるでしょうか。世間では、それで助かる方もい
るという人もいますが、それは実際なくても助かる話であって、こ
の助成金で助かるのは経営層の話です。
病院があるから看護師がいて、病人がいるのではなく、人が病気に
かかるから、それを見てくれる看護師が必要で見る場所として病院
があるので、人がいなくなれば病院は不必要な話になります。
企業も同じです。皆企業を守るために働いてるわけではないです。
自分の生活、家族を守るために、仕事をしているだけの話です。給
付金を、どこにとか誰にではなく全国民にもう一度給付しかも、一
度事ではなく、何度か必要に感じます。それを誰にやろうかと決め
る権利は政府にはないです。国民だけが唯一請求権がある話です。
⓶日本が他国より感染者が少ない、死者が少ないと話がよく出てい
ますが、
正直どうでもいいと思います。投げやりな意味ではなく、地域環境
や医療環境によって国ごとにケースが違うので、結果論でしか話が
できない内容なのに、
政府関係者の中でもほかの国より日本は封じ込めができていると
思っている人はいると思います。だから安易な感覚での施策しか出
てこないのだと思います。
現在の死者数がほぼ3500人、1年間でインフルで亡くなる方と
自民党が自民党に都合の良いように、PCR検査の拡大を広め 検査数は言わず陽性者を感染者 ほぼ同じで、後遺症もあり、無症状でも広がると恐怖のウイルスで
と国民が勘違いするような数字を発表したり 感染症2類から4.5類に値するコロナなのに意地
でも下げずに 医療崩壊とまた不安を煽りあげくのはてに 緊急事態宣言。
1年間何を自民党はしてきたのか。
コロナにたいする政府の対応に関して

ありすぎて書ききれませあ

コロナワクチン、ファイザーやアストラゼネカのワクチ遺伝子ワクチンの臨床試験が終了する
のは２０２３年のはず。
海外で接種した人の死亡や副反応も多数発表されてるのに ２月から接種予定なんてありえな
いです。
もう今の段階でコロナはインフルエンザと同じとわかってきてる人がほとんどです。
ワクチン接種は任意と言っていますが 接種した人としない人で差別がうまれたり 接種しな
い人の行動範囲が狭まれたり ましてや子供が学校や熟にいけない風潮を絶対に作らないでく
ださい。
自民党は上記ね風潮をつくろうとしたり ワクチン接種しない国民を非国民にみせようと企ん
でる気がしてなりません。
今の政権には絶望しかないです。
民主党のみなさんマスクもはずさせ害しかないワクチン接種もなくし
して下さい。

コロナの前の生活に戻

期待してます

1/9/2021 16:47:37 30代

女性

主婦

コロナに関して

マスクの着用の自由
新型コロナワクチン接種の選択の自由
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1/9/2021 17:04:16 40代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
フリーライ 有権者として
ター
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策
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参考にすべき著作や文献等

矢田わか子副代表1月5日ツイートの
「情報の開示と共有」
https://twitter.com/wako0501/status/1346387135725588480?s=20
という問題提起に強く共感します。

水際対策に関しては、マスコミの情報ではなく、玉木代表や自民佐
藤正久さんツイートで知りました。政治家からの情報発信はマスコ
ミの情報よりも有益に感じます。今後も情報発信にご注力お願いい
たします。

（本文中でもご紹介した文
献です）

菅内閣総理大臣記者会見―令和3年1月7日
https://youtu.be/gWmi1GS4_kM
46分～で
諮問委員会の尾身茂会長が
「比較的、飲食関係になぜ重点を置いているかという質問かと思います」
と確認の上、説明をしていますが、
口頭のみの説明な上に具体的なデータの
提示がされておらず説得力がありません。

「Post-lockdown SARSCoV-2 nucleic acid
screening in nearly ten
million residents of Wuhan,
China」
https://www.nature.com/arti
cles/s41467-020-19802-w

憲法で保障されている経済的自由権を制限するのであれば、
根拠を示して納得を得る努力をすることが必要であり、
その結果、国民の理解と協力が得られ
緊急事態宣言の効果も高まるのではないかと思います。

都市封鎖解除後、6歳以上
の武漢市民 9,899,828人
に、2020年5月14日から6
月1日までに遺伝子検査を
した結果報告です。

尾身会長は、この一年で多くのことを学んできたデータを
分析した結果会食が感染発生の起点になっている
との趣旨の発言をされていたと思います。

無症状でPCR陽性の人が
300人おり、それらの人々
とその親近者1174人を隔離
し、追跡調査をした結果、
感染症を発症した人はいな
かったという報告です。

しかし、新型コロナに関して推奨されている
内閣官房のサイトを見ても東京都のサイトを見ても、
その元となるデータを発見することが出来ません
1/9/2021 17:54:50 60代

男性

タクシー運 コロナ
転手

内閣官房
新型コロナウイルス感染症対策サイトの
タクシーを利用されるお客様がマスクを外し隣に座られるととても恐怖を感じます。私は基礎
疾患もあり、生活のためにも怖くても働かざるおえません。注意を促しても逆上され命の危険
すら感じます。同業者は皆とても恐怖を感じています。
どうか少しでもリスクを減らせないでしょうか？国や行政の皆さんのお力がなければ私達のよ
うな現場の人間でこの環境を変えられません。よろしくお願い致します。

1/9/2021 18:33:28 40代

女性

パート

新型コロナウイルス指定感染症解除

緊急事態宣言解除

Nature Communications
Published: 20 November
2020

新型コロナが指定感染症にされている限り、いつまでも通常の生活
に戻れません
インフルエンザの過去の患者数と比べると新型コロナはどう見積
もっても全く怖くないウイルスです
私のパート先はカルチャースクールですが緊急事態宣言、外出自粛
要請が出るたびに休館します
そのため、今年度の売り上げが低いため赤字です
このまま行くと閉館になります

慈恵医大の大木隆夫先生の
提言を読んでください

PCR検査は意味ありますか？
コーラやヤギミルク、パパイヤでも陽性になるのに
バカバカしくてたまりません
1/9/2021 18:53:14 60代

男性

無職

政府に大問題あり

今一番腹立たしいことは政治家が自らの行動に厳しい制約を実行できないこと。それどころか
詭弁で正当化することだ。飲食をしてどこが悪いのかとか、会食だとは考えていない、感染拡
大の恐れは無いとか、挙げ句の果てに大人数の飲食で酒を飲み過ぎて病院送りになってみた
り。このような政治家の行動を見て国民が納得して政府の要請を素直に受け入れることができ
るのか。時短要請を何度も要請されている飲食業の人達が要請を受け入れている気持ち、医療
関係者がすべてを犠牲にして１年間も休み無く治療に当たっている現場を本当にわかっている
のか。まずは自らを律して範を示せ。それがわかれば無策、効果の無い対策なんか打ち出せる
はずが無い。
日本の最大の課題は政治家がだめなこと、解決策は総理大臣以下今の指導者と云われる人が辞
めること。それだけを実行してくれればよい。
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政治家は面かするのに会食、飲食が付き物という考えを捨てて欲し
い。何故面会する話をするのに会食飲食が必要なのか。面会するな
ら事務所で会食飲食無しでやると云うことを徹底しなさい。できな
いなら政治家を辞めろ。
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1/9/2021 19:59:29 50代

性別

ご職業

その他

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
感染拡大予防情報の嘘

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

マスコミの不適切なPCR検査を推奨とワクチン接種の効果の誤解に伴う感染拡大の助長の恐れ マスメディアを通じて我々に届く感染拡大予防に関わる情報が不適
切。
①感染者の痰と唾液がウィルスの塊である事。
②散布された痰や唾液の暴露はマスクでは防ぎきれない事。
③痰と唾液の暴露防止で効率が良い方法は、感染者のマスク装着に
よる散布防止である事。
④痰と唾液の散布防止が手指によるウィルス接触頻度を減らす為、
感染予防につながる事。
⑤陰性証明は無意味であり、陰性確認直後から再検査で陽性になる
可能性がある事。
⑥ワクチン接種＝感染防止ではない事。
マスメディアは、これ等の事を正確に伝えていない。国民の記憶に
残り行動につたがるような報道は為されてない。これが大問題。マ
スメディアの教育が必須。これは言論統制でも何でもない。
それが不可能なら、大本営発表ができるチャンネルを作るべき。そ
れをマスメディアが叩くのは勝手。

1/9/2021 20:09:54 50代

女性

会社員

1/9/2021 20:24:33 60代

男性

税理士・中 行政の在り方
小企業診断
士・ITコー
ディネータ

コロナ対策

安全性と効果がはっきりしないワクチン接種を拒否する人も多いだ
ろう。
そんな中、陰性証明やワクチン接種をする人が増えると、「自分は
感染者では無い」「感染する事はない」と誤解した輩が急速に増え
るだろう。彼らはマスクをせずに活動を開始して感染を拡大するだ
ろう。
こんな事が起これば、これは明らかに人災。国会議員全員の責任で
ある。
日本人ばかり自粛するのは不本意。インバウンドばかりアテにしている菅内閣にはほとほと愛 早急な対応を願います。
政治家は何故他人事のような対応なんだろうか？国民の代表だとい
想がつきた。コロナ患者も国籍を開示すべき！一刻も早く外国からの入国を止めていただきた う自覚はないのだろうか？？あと菅内閣になって、中国寄りになっ
い。国内で経済を回せばいいだけ。ベットも中国人で埋め尽くされているのではないか？？
ていくのを見ているのは歯痒い。二階や林を降板させて 国民が安
心できる政治をしていただきたい
緊急対応は省庁の壁を払拭すべき

そもそも、飲食業の業種特定はおかしく、飲食では9％しか感染して
ないというエビデンスもあります。
時間短縮はもっと意味がなく、店名公表は「行政に従わず、お客様
優先の勇敢な企業」と英雄視解釈する輩も多くなるばかりです。ま
してや、自粛要請で罰則付けたら、憲法22条の営業の自由、および
憲法29条の財産権の侵害になると思います。国民の実態、本音がつ
かめていません。
さて、本日、納入業者にも40万円支給と報道がありましたが、これ
を言ったら、他にも大きく飲食業に影響しているのに補助がない業
種も出てきます。中には、飲食業も含め、特定の者だけが給付され
ると、給付太りが出てきます。不公平極まりない施策です。
支給をするのであれば、一律支給の考えはやめて、前年の「確定申
告資料」を基に、売上の8割とかの支給にしていくのが平等であり、
より正しい支給になると思います。

1/9/2021 20:32:10 50代

男性

自営

全般

核心

2類から5類に引き下げるべし。そもそもただの風邪であり、緊急事態宣言がナンセンス
事態などない。病院は実際大半がヒマである。
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そのためには「国税」を使う。緊急時は特に、省庁の壁を取っ払
う。
経済産業省のコロナ対策における制度は、緊急ゆえに付け焼刃的で
幼稚な制度設計です。大学生でもコツを掴めば簡単に詐欺行為がで
きる。しかし、給付の相手が国税となると、それだけで抑止力にな
る。なおかつ、業者のデータを皆持っている。昨年のデータを基に
すれば、平等で迅速な対応が可能です。
最悪なのは、6月19日に後出しされた持続化給付金の例。人の名前借
りれれば、後付けで資料が作成できるようになっている。当然、経
産省の仕組みには恐怖感を抱かず、不正・詐欺が横行するのは当然
緊急 の結果。いくら緊急とはいえ、あまりにも稚拙な制度。
https://news.yahoo.co.jp/articles/eb423325ae8d7add754571faed8fa 吉野明伸
1c5d74f211f

医師
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あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
水際対策など

年代

性別

ご職業

1/9/2021 20:34:20 50代

女性

翻訳業

1/9/2021 22:17:45 50代

女性

フリーラン 詐欺はやめて
ス

1/9/2021 22:20:43 60代

女性

マンション ワクチン接種について
管理
光交通の崩壊

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

ウイルス不在の感染症対策を、即中止。
地方観

ウイルスの単離及び同定の後に、対策はあるべきだ。まず、科学論
文を出せ。

地方交通会社 飲食業、観光業など周囲の方の経済的困窮 保健所の職員
不十分な治験期間の危険性の高いワクチン接種 行動の不自由・

医療関係者の負担 ちょうど、コロナワクチン接種についてのパブコメを出したので、
こちらにも
お願いします。

指定感染症から 外すことが解決と思います。
指定感染症になると、ＰＣＲ検査によって、発症はしていなくても
ただコロナウイルスに暴露している人も 感染者と数えられていて、軽症者でも
入院 隔離させられます。
医療は、重症者、他の必要な患者に対応すべきではないでしょうか？
報道も不安をあおるばかりで 分断と差別を産んでいると思います。

1/9/2021 22:28:00 30代

女性

政府について

参考にすべき著作や文献等

経済を回すということを掲げて、未だに外国人の入国を停止していません。このご時世、イン 玉木さん、がんばってください。
ターネットを使ったオンライン会議などで十分済むものが多いと思うのですが、いくら入国時
の検査体制を強化したと言っても、陰性証明書などは十分偽造される可能性もあると思います
し、ここは速やかに入国を停止してもらいたいと思います。また、外国人による日本企業や不
動産の買収についても何らかの規制を儲けていただきたいと思います。昨年、コロナ禍が始
まったころは、ここまで政府がバカだとは思っていませんでした。国民感情を逆撫でするよう
なことばかりしていますし、はっきり言って、自公にはどこかへ行ってもらいたいです。

提出意見：
１ 充分な治験期間もなく有効性 危険性がわからないコロナウイ
ルスワクチンは絶対打ちたくないです。
２ 個人の判断を最優先として ワクチンを打たない人が差別され
ないように万全の対策 細心の注意を払っての政府発表 報道をお
願いします。
３
国 自治体でワクチン接種の要請 また接種をあおるような
事は絶対しないでください。

４ ワクチンの副作用の危険性を十分に国民に知らせるべきです。
5ワクチンを受けたくない人の分まで無用なワクチン購入に税金を使
わないでください。
以前から 有効性、安全性がわからないワクチン接種には疑問で
す。
国や製薬会社が責任をとるとしても 健康 命の責任をどうとると
いうのでしょうか？
体の中に直接ウイルスや他の異物を入れることの恐ろしさを感じま
す。
また 薬アレルギー 卵アレルギーもあるので
私と家族はワクチンは絶対に打ちません。
次々と変化するウイルス 菌もウイルスもそこら中にいて 消毒は
逆に免疫力を弱めてしまいます。共存していくことが地球上の他の
生物と生きていくことと思います。もちろん必要な場所ではマスク
感染者数が大幅に増え、医療が逼迫しているというなか、何故、入国者をほいほい入れてしま もし、密をさけ
うのでしょうか？
人の流れを止める為に、再度緊急事態宣言を発出したにも関わらず、これは矛盾しているので
は？
ビジネス云々とか言ってますけど、オンラインを用いた働き方を推薦しないのはなんでで
しょ？
デジタル庁とか創設する前に、こういう事を当たり前にしていっては？
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性別

ご職業

1/9/2021 22:38:57 20代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
報道

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

メディアが感染者数のみを持ち上げて感染者過去最大と報道し、コメンテーターが必要以上に 自殺者数が増えていると言う記事を見ました。さまざまな要因があ
不安を煽っている印象があります。
ると思いますが、報道の影響もあると思います。情報が正しく伝わ
ることを望みます。
設備が充実し検査数が増えれば陽性者数は増えます。例えば感染者数が1000人だとして検査
数が1000人と10000人とでは全然違います。(陽性率:100%と10%)
また、緊急事態宣言下の補償が飲食店にしか無いように思うのです
が、飲食店に関わる卸や配送業、生産者への補填はないのでしょう
解決策:陽性者数の報道時に陽性率と検査数も同時に表記と読み上げを義務化する。
か？

https://toyokeizai.net/sp/vis
ual/tko/covid19/

飲食店の営業時間の短縮により発注数などが減り芋づる式に売り上
げが落ちると予想します。
gotoキャンペーンのように苦しい業界全体が潤う経済対策をお願い
します。
飲食店だと出前にgotoキャンペーンのようなクーポンができると緊
急事態宣言下でも利用できるのでお客さんが来なくても売り上げが
確保でき卸、配送業者、生産者にも補填できると思います。
与党のやること全てに反対するのではなく、対案を持ち時には賛同
しより良い方向にできるまとも野党の登場を願っていました。これ
からも頑張ってください！

1/9/2021 23:45:39 40代

男性

大学職員

海外在留邦人

1. 海外からの入国制限について
国内で感染が拡大し、またイギリスや南アフリカで感染力の高い変異株が出現している状況
では、外国人日本人問わず、できるかぎり完全な入国停止を実施したほうが良いと思います。
自分のような海外在留邦人にとっては日本に一時帰国しづらくなるのはつらいですが、ウイル
スを日本に持ち込みたくない気持ちのほうが強いです。
とはいえ経済活動や外交のために国境を越えた移動がいくらかは必要かもしれず、その場合
には、PCR検査よりも、日本入国後の14日間の隔離のほうを確実に実施すべきだと思います
（要請ではなく）。
2. 大学の授業について
自分自身でもオンライン授業を少し経験しましたが、大学の授業であればかなりオンライン
で可能ですので、今のような緊急事態宣言が出るような状態では、完全なオンライン授業化を
大学に要請したほうが良いと思います。（もちろん学生の権利も考えて、感染状況を見て対面
授業が再開できる状況に収まってくればただちに対面授業を増やすほうが良いと思います
が。）
今のような社会全体で人の流れを止めるべきときには、それを実行しやすい部門はそれを実
行すべきだと思います。大学はその部門のひとつだと思います。

1/10/2021 0:59:50 20代

男性

大学生

大学生の貧困化

私はサポーターですので、今の党との関わり方にそれほど不満は
ないのですが、SNSなどを見ていますと、党として、党員の活用と
いうことがまだあまりできていないように思えます。
スポーツで言えば、サポーターはフィールドの外、観客席で応援
していることになると思いますが、党員はチームの中にいる人たち
だと思います。議員はチームの中でスターティングメンバーの選手
に当たるのかもしれないのですが、その人たちだけでチームは動か
ないし、動くとしても強いチームにはならないように思います。
こうしたアンケートで幅広く意見を集めたり、また、山尾さんが
されているような調査会をオープンで行うことはとても良い取り組
みだと思うのですが、その一方で、この仕組みを通して党員やサ
ポーターでない人も同じように党に関わることができるとなると、
何のためにサポーターになったり、党員になっているかよく分から
ない部分もあります。内向きに党員サポーターだけに限定して何か
をせよ、ということではないのですが、何か党員、サポーターにも
特別な役割を与えて欲しいなと感じます。

大それた意見を書いてしまって、申し訳ありません。今回はこの
3. 失業者へのオンライン教育
ような機会を与えてくださって本当に有難うございます。これから
違う話になってしまうのですが、オンライン教育ということでの関係で、失業者へのオンラ も開かれた党として運営されることを願います。
イン教育を充実させることが、時宜に適うのではないかと考えました。以下のような理由で
アンケートの集計を担当される方には、短期間で大変な仕事にな
す。
ると思いますが、ご無理されませんように。本当に有難うございま
す。
1) 感染拡大の影響で失業そのものが増えている
2) この状況下では、就職活動がおこないづらく、それが感染を招くおそれもある
3) 失業中だが、家庭のことでも時間が取られる人の場合、家庭にいながら自分の技能向上が
できる
4) 失業中で疎外感を感じているような人に、学びを通して、時間を有効に使い、将来のため 未来ある学生達にパパ活や詐欺紛いのビジネスに足を踏み入れさ
大学生の間で緊急事態宣言に伴う休業や時短営業でバイトが出来ないことによる今生きてい
くための金銭的な不安・オンライン授業による孤独による精神的な不安・奨学金返済や就活な せないようにして欲しいです。
どの将来不安が広がり、不安を解消するためにその場凌ぎの人付き合いや金を得るべく詐欺紛
これらに目を向けた対策を与党自民党には期待ができないのでど
いのビジネスや、パパ活などが流行りに流行っている問題が生じています。
うにか国民民主党の国会議員の皆様に取り組んでいただきたいと思
解決策としては国債発行で奨学金返済免除などを行なうことと、国全体の景気を良くするよ います。
う追加の給付金などで需要を作り、それによって供給側も大きくなるにし、需要側も豊かに供
給側も豊かにすることによって未来を少しでも明るくすること。
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性別

ご職業

1/10/2021 1:41:19 30代

男性

製造業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
分類できない

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

前回の宣言で感じたこと
①コロナに乗じた詐欺行為、悪質なデマと転売目的の買い占めなど火事場泥棒的な犯罪が目
立った。
→特に転売と買い占めは、フリマアプリを運営する会社も放置しているようだったので、かな
り問題があるように思える。高額での転売を注意するコメントを書き込んだら、コメントを書
き込んだ人が運営側に注意されるケースもあった。
衛生品に限らず、必要なものが正規の値段で手に入らない状況は絶対に作ってはいけない。
転売行為や買い占めの規制に有効な法律と販売店における対策要項を作り、フリマアプリ運営
会社への指導も徹底してやるべき。
②不正確な情報が飛び交いすぎて混乱していた。特に専門家間での意見の対立が酷く、誹謗
中傷も多い。
→必要以上に不安を煽る専門家もいれば、ただの風邪だと言い張る専門家もいて、専門家同士
での対立はもちろんのこと、それぞれの主張を鵜呑みした一般人がよく考えもせず意見を拡散
して、「○○の言うことはデマだ」などと罵倒しあっているような光景が目立った。酷い場合は
一定の専門家に対して嫌がらせや誹謗中傷も見受けられた。
コロナに関する情報発信に対しては専門家も一般人も関係なくもっと責任を持たせるべきだと
思う。具体的にはTwitterなど各種SNSにおける拡散機能の強化、不正確な譲歩を流した人物に
対する罰則の強化を求める

1/10/2021 3:43:07 40代

男性

インストラ スポーツクラブ、業務委託、個
クター
人事業

連日のマスコミによる恐怖を煽る報道により客数激減で貯金も底をつきそう。飲食店だけに過
剰な補償で、その他の業種も同様に被害が大きいのに何も補償がない。給与所得でない個人事
業主は被害が直結しているので業種に関係ない持続化給付金の再給付をお願いしたい。

1/10/2021 4:20:44 30代

男性

自営業

喫煙者など

歩きタバコが多すぎる。もっと取り締まって100万円以上の罰金を取るべき。そのお金で給付 GOTOトラベルは休止しても意味がない。時短営業も意味がない。時 medica.sanyonews.jp/sp/ar
金に回せますよね。
間前に来る客が増えて密になるだけ。
ticle/14522/

1/10/2021 6:24:38 30代

男性

団体職員

全般

・持続化給付金や家賃支援の対象拡大と感染拡大状況が落ち着くまで継続
→人流を止めることが目的で今回は飲食店にターゲットを絞り時短要請を行ったと思うが、こ
のコロナ禍における影響は多くの業種に波及しており、その業種への支援策は急務だと考え
る。また、飲食業に関係する業者ヘの一時金支給を政府が検討しているという報道もあった
が、それも必要であるが長い目で見て継続的に支援する体制を整えるべき。

都道府県にもっと権限を渡し、金は国が用意するというような体制
でないと迅速かつ的確に対応できるとは思えない。新型コロナウイ
ルス感染症は災害であり非常事態です。
都道府県や国民に対して国は財政出動をしっかりと行うべきだと考
えます。

・PCR検査の無料検査体制の拡充
→広島市では個人負担分の約半額を市が負担して医療機関で受診検査を行う場合も実質無料で
検査できる。PCR検査の拡充については賛否両論あるが、現在有効検査がこれしかないにであ
れば検査の実質無料化を実施し定期的に国民が検査できる体制を整えるべき。また、検査セン
ター(ドライブスルー・ウォークイン方式)を地方の大都市には設置し検査数の拡充にも力を入
れるべき。

長々と記載して申し訳ありません。このようにLINE等でもパブリッ
クコメントが上げれるのはありがたいと思います。
私も1/12には県知事へコロナ対策についての緊急要請を行うことと
しております。
私の立場で出来ることはしっかりやっていこうと思います。
国民民主の議員の皆さんや関係議員の皆さんをはじめ、秘書や党職
員の皆さんも大変な局面だと思いますが、健康にはご留意され、今
後もご活躍いただきますようお願い申し上げます。

・介護事業従事者への支援
→ワクチンの優先接種や手当増額などの支援を医療従事者と合わせて行うべき。
・日毎の陽性者数報道は詳細にかつ陽性者数の実態をしっかり捉える
→現在の報道では漠然と陽性者数が◯人と報道されるだけだが、そのうち軽症者・重症者など
症状の度合い別や病床数などを詳細に報道すべき。検査数が何件だったのかも発表すべき。ま
た、現在民間の郵送検査キッドの結果が東京の事業者であれば東京でカウントされているとい
う情報があるが、詳細について把握して発表すべき。
様々な都道府県の方が集まる場所でクラスターが発生した場合、PCR検査で陽性と結果が出た
時点では居住している所に戻っているが、発生した所でカウントされているなどの事例もあ
る。(一部報道ではカッコ書きで追記しているところもある)
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性別

1/10/2021 6:25:28 50代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
個人事業主 コロナ支援
ご職業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

支援策

支援金の支給について、売上半減基準設けるなら、なぜ飲食店取引
先に限定するのでしょうか？
全ての業者でコロナで半減した方対象すべきだと思います。
なんで、特定業種だけに救済あるのですか？

参考にすべき著作や文献等

コロナの影響という判断が難しいからですか？
小さな飲食店は売上に関係なく6万円ももらい、この1年で500万以上
支給され、2年分の利益稼いだと喜んでる知り合いもいます。
ホントに困ってる業者も救って下さい。
もう一度持続化給付金を支給求めます。

1/10/2021 7:00:29 50代

男性

無職

感染拡大を抑制できなくなるこ
と

1/10/2021 7:03:25 30代

女性

看護師

罰則規定について

１都３県への緊急事態宣言発令に伴う政府のコロナウイルス感染症対策内容と総理会見から、
不安を感じました。内閣総理大臣に正しい情報が伝わっているのか疑問に感じました。総理は
「１か月後には必ず事態を改善させる。そのためにも私自身、内閣総理大臣として、感染拡大
を防止するために全力を尽くし、ありとあらゆる方策を講じてまいります」と発言されました
が、発表された対策内容からは１か月で事態を改善出来るとは到底思えませんでした。更に残
念だったのが、記者からの「１か月での宣言解除見通し」に関する質問に対して、総理は、尾
身会長へ回答を委ねました。総理の覚悟が感じられませんでした。この質問が来ることは想定
されていたはずなのに、総理からの強いメッセージと覚悟の表明がなかったのは非常に残念で
す。また、回答を委ねられた尾身会長の発言内容も、緊急事態宣言発令期間の１か月では法改
正は間に合いません。支持率低下に対する逆転ホームランを打つチャンスだったのに、見逃し
三振をした感じです。ここで、通常国会を早く開催することを打ち出したりすればよかったの
にと思いました。緊急事態なのに、なぜ与野党協議して、国会を早期開催しないのか。罰金や
罰則について話題に上がっていますが、特措法改正の必要性は誰もが認識していたにもかかわ
らず、国会を閉会して議論すら行わなかった国会議員や政府に対して、歳費半減のペナル
ティーを課すべきだと強く感じます。
更に、総理は最近頻繁に「専門家も、東京で６割を占める経路不明の感染の原因の多くは飲
食が原因であると指摘されています」と発言されていますが、総理の発言の根拠は、多分、
12/23の分科会の資料だと思われますが、その資料からは、あくまでも類推による可能性を、
もっともらしいデータを並べているだけだと感じました。エビデンスと言える代物ではありま
せん。今回の対策の重要ポイントと位置付けているので、飲食店の方達への納得感を得るため
にも非常に丁寧かつ正しく伝えてほしかったと思います。日本では、総理が発言した内容を裏
付ける十分なデータ収集や分析が行われているとは思えません。海外では、飲食に関する感染
例をまとめた報告書がありますが、食事のスタイルや食文化が異なるため、そのまま採用する
には乱暴なように感じます。もっと分析が必要です。更に、これまで、飲食業界は、経費を費
やして感染防止対策を十分に実施してきている人たちもいる中で、一律に時短要請するのはど
うかと思います。なぜ、政府は、十分な感染対策を実施している店舗で、おひとり様来店また
は追跡アプリを義務化した来店者のみへの営業をOKにしないのだろうか。政府や専門家の皆
様は、各方面に対して、日本国内でのデータ収集や分析を促して、時短営業や休業要請をしな
罰則規定について
党員です。今、国民の生活は金銭面も精神面も疲弊しています。十
分な補償も決まる前に罰則の話をするという事自体ありえないと思
います。
飲食店や関連事業補償に加え、全事業への粗利補償や個人への給付
月10万×1年間、一時的に徴税をやめる、全医療現場と医療従事者へ
の補償など十分な補償をお願いします。
私の周辺でも、罰則があるから営業はしないが、お店を休むと生活
できない。今の補償では足りないし、遅い。糖尿病で足が壊死して
いるが、十分な治療費もない。介護の母親がいてつらい。様々な声
を聞いています。生活保護は水際作戦があるので、容易には受けら
れません。コロナで苦しむ国民にさらに苦しみを与えないで下さ
い。必要なのは寄り添いの気持ちと想像力です。
🌿
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ご職業

1/10/2021 7:06:49 50代

男性

無職

1/10/2021 10:36:14 60代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
政府及び自治体の対策判断の遅
れ

会社経営者 流通業

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

8/7分科会提言の「今後想定される感染状況と対策について」の問題点
①ステージの判断に当たっての考慮要素について
提案する指標は「あくまで目安」であり、また、一つひとつの指標をもって機械的に判断する
のではなく、 国や都道府県はこれらの指標を「総合的に判断」して、感染の状況に応じ積極的
かつ機動的に対策を講じていただきたい。 と記述があるが、誰が責任をもってステージ判断
を実施するかが曖昧なまま、政府と自治体が共に判断を行わないで責任を押し付けあっている
ように見えた。
政府と全国知事会とで、協議・調整を行い、誰が責任をもってステージ判断を行うのか結論を
出すべきである。大変重要な提案内容である為、政府の事務局がもっと汗をかきスムーズな運
用が出来る様に努力すべきである。
8/7付で内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から各都道府県知事宛てに事務連絡
が発出されているが、その文面も、「貴職におかれましては、 提言された指標及び目安につい
てご了知いただき、今後の対策に活かしていただくとともに、管内市町村への周知をお願いし
ます」となっており、ここでも具体的にどのような運用を行うのか明確にすることから逃げて
いる。
個人的には、異常気象時の注意報・警報・特別警報を気象庁が発令している様に、ステージ判
断は、政府(専門家からなる分科会もしくは厚労省アドバイザリーボード)が行い、対応策は、
自治体が主体となって政府とも協議の上、予算措置も踏まえて実行するのがベストかなと思い
ます。現在、どの県がステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳなのかが全く分かりません。一元的に、政府が
天気予報の様に、国民へ情報提供するべきだと思います。
②指標及び目安について
・ステージⅢとⅣのPCR陽性率が共に１０%と設定している。
海外の報告例や専門家の意見として７%を超えると危険水域たといわれているので、ステージ
Ⅲでは７%とすべき。
・ステージⅢとⅣの感染経路不明割合が共に５０%と設定している。
感染経路不明割合５０%に意味があるのか疑問である。自治体(保健所)の体制から感染経路不
明者を追跡出来る人数を超えるかが重要な指標だと思われる。
今年も宜しくお願いします🥺
昨年3月に既存政党のHPに政策提言をして見ました。
緊急経済システムの構築として感染を止める為に誰も経済的損失を被らずロックダウンを行う
為にどうしたらいいかを考えました。
経済の根底にある金融システムの停止これを実施する事で
家賃の停止とあらゆる融資に対する返済の停止(住宅ローンの返済等も含む)
企業のランニング対する発生コストの停止社会のインフラ事業活動の利用料金の国の原価負担
食品流通に関する原価流通
この経済緊急システムを危機収束まで続ける。どう思いますか？それに加えて国の食費支給

1/10/2021 11:33:49 20代

男性

指定感染症

指定感染症の見直し

遅くても2021年前半にコロナをインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい
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ご職業

1/10/2021 11:34:59 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
政府の対応

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

入国者への対策（台湾との比較）

当方、昨年10月中旬より、ビジネスのため、台湾に来ております。
その中で、入国者への対策に関し、日本と台湾の違いを実感したの
で、以下、記載させて頂きます。

参考にすべき著作や文献等

台湾では、入境後の14日間の強制隔離が徹底されており、その結
果、ウィルスの市中感染が抑制されていると考えております。
具体的には、空港から防疫タクシーで防疫ホテルに連れて行かれ、
14日間は一切部屋から出られません。入国時に強制的に専用アプリ
に登録させられ、GPS機能で居場所を監視されています。一度、受
信状況が悪くなり、当方のスマホの電波が途絶えたようで、夜11:30
頃ですが、警察が当方の部屋までやってきました。LINEで警察署の
友達登録されたり、部屋番号と共に写真を撮られたりしましたが、
既に就寝中のところを叩き起こされたため、何が起きたのか良く分
からず、その時は困惑しました。ですが、今考えると、ここまで徹
底しないと国外から持込まれるウィルスの拡散を抑制できないのだ
ろうと理解しました。
現在も台湾のホテルを常宿として使用しておりますが、土日は台湾
国内のツアー客が多く宿泊しており、経済もうまく回っているよう
に思えます。勿論、飲食店も夜遅くまで営業しており、日常が確保
されているように見受けられます。
一方、日本はどうでしょうか？ ネットで得た情報のみですが、海
外からのビジネス関係者にこのような厳しい隔離措置を取っていな
いと理解しています。先日、再度緊急事態宣言を発出したそうです
が、海外からの来訪者に対して緩々の対応ですと、一向に収束に向
かわないでしょう。

1/10/2021 11:51:07 50代

男性

自営業 法 財源
人代表取締
役

1/10/2021 12:12:25 20代

男性

会社員

1/10/2021 12:55:05 20代

1/10/2021 12:58:59 20代
1/10/2021 13:19:24 50代

当方の家族は首都圏で暮らしていますので、日本の状況が気掛かり
YouTuber、ネット転売ヤー、17LIVEの投げ銭収入、メルカリやヤフオクその他の生活用品等 で仕方ありません。どうか、一刻も早く収束頂けるようお願いしま
もう待ったなしの日本国、国民民主党には期待しています。立憲と
の不用品売却益(生活用動産)グレーゾーンも関係なし非課税内
組むのは絶対にやめて下さい。千葉県10区
これら全てをマイナンバーと紐付けにして税務署に登録しないと利用や使用が出来なくする、
お金が動けば税金がかかる！個人・法人事業でも開業時消費税免除枠があったり1千万円以下
になったら消費税が免除されるなど必要ない、額がどうあれ売上(収益)には税がかかる！商い
として利益が求められないなら辞める事、赤字経営は初年度でも自己責任、これに尽きる。

コロナ全般の対策、仕事、賃
金、収入等

日本政府のコロナ対策は後手過ぎますし期待もありません！

もっと台湾のコロナ対策を見習って下さい！
毎日コロナ関連の嘘なしの正当な記者会見！
日本政府は嘘を発信！
えらい違いです！
政府が出来ないなら、国民民主党が率先して表に出てください！
玉木さんしか期待できる人は居ません！
与党から嫌味言われても喧嘩してでもやるべきです！
台湾のコロナ対策を見習って！

男性

指定感染症

指定感染症見直し

僕の友達やネットの声でも、「コロナコロナうるさい」と言う声が
多くあります。コロナを指定感染症からはずしたら、このように言
われなくなり、コロナで騒がれなくなります。コロナを指定感染症
からはずしてインフルエンザと同じ扱いにしてください。

男性
男性

指定感染症見直し
保育環境アドバイザー

指定感染症の見直し
指定感染症2類相当（一部1類）の見直し

指定感染症の延長するなら遅くても2021年夏までにお願いします。
状況は少し変わっては来ているものの、日本において、季節性のイ
ンフルエンザと比べても明らかにCOVID-19の方が罹患者数（陽性
者、ではなく）も亡くなった方の数も少なく、状況から指定感染症
を5類程度（一部例外規定があってもよい）に切り替えることも、公
共の場で議論して行くべきではないかと思います。今朝のNHK,玉木
代表の声を聞けたので、メッセージしました。
もう一つ、PCR陽性＝感染ではなく、このあたりの表現のあいまい
さもいたずらい不安を招いていると感じます。ウィルスは、一般的
にどこにでも浮遊していて、付着するものだと思います。付着した
ウィルスに対処できないので感染、発症となるわけですので、検査
陽性者のカウントを公表すること自体は、ただただ不安を招くだけ
ではないでしょうか。
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1/10/2021 15:00:33 30代

男性

1/10/2021 15:15:47 30代

女性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
ソフトウェ 新型コロナウイルスの虚偽情報
アエンジニ
ア
ご職業

無職(コロナ 生きる
離職)

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

新型コロナウイルスの虚偽情報の拡散について懸念を抱いています。解決策は利用規約に違反
したコンテンツの削除、もしくはアカウントに制限を加えることです。カリフォルニア州選出
アダム・シフ下院議員はFacebookとGoogleに対して、「デマ対策のさらなる情報提供を求め
る」書簡を送っています。虚偽情報の拡散は陰謀論とも関係があります。政府を信頼する人が
増えれば、陰謀論を信じる人は減るのかもしれません。私はデマを信じる人、一人一人と対話
する方法で、問題解決を試みていますが、彼らには強い信念があり、なかなか私の言うことを
信じてもらえませんし、影響力のある人が積極的にデマを拡散し続けると対抗出来ないなと感
じます。

松田学氏がCOVID-19否認論者の大橋眞氏との対談をYouTubeで公開
してかなり落胆しています。COVID-19否認論はDirector of the UCL
Genetics InstituteのFrancois Balloux教授から「最もばかげた神話」
と呼ばれるほど、根拠が乏しく、多くの矛盾、間違いのある主張で
す。陰謀論との関係も示唆されます。また、COVID-19否認論はノー
マスク、PCR検査拒否などの感染症対策の否定に繋がります。松田
学氏がプロジェクトリーダーのジュピターが投資目的で集めた資金
を返済しないとして提訴されたという報道もあります。参政党事務
局長の神谷宗幣氏はWeRise実行委員で、WeRiseはPCR検査の停
止、マスク着用推奨の停止を求める声明をだし、515万の募金を集め
ています。大橋眞氏との対談動画は33万回再生され、SNSで拡散さ
れ続けています。

参考にすべき著作や文献等

コロナ対策がひどい、このままではコロナで死ぬ人、仕事を無くして死ぬ人が増えて行くと思
う。
まず、屋内マスク着用義務化して欲しい。病院でさえマスクをしないで待合室にいる人が増え
ている。
電車の中や商業施設の中もマスクをしない人が増えている。私はずっと百貨店で働いていた
が、マスクをしないで来店するお客様が多く、結局こちらから注意も出来ない、何故か室内に
入ってからマスクを外す人もいるし、店員と話す時にマスクを外す人が本当に多かったです。
コンビニやスーパーやドラッグストアが1番可哀想、沢山の人がマスクをしていないし、アル
コール消毒もしていない。
そして、商業施設などちゃんとコロナ対策をしているか確認して欲しい、罰則も設けて欲し
い。
まず、施設のホームページでは従業員はコロナ対策を徹底してしていますとあるのに、従業員
の体温測定は全然していない(テナントによるが)私の働いていた洋菓子屋では春の時点から1度
も提出無し、施設では1ヶ月提出して終了。
アルコール消毒も従業員が言ってやっと施設側が従業員入口や通路に設置、しかしお客様の入
口のアルコール消毒を減らした。
結局政府は施設側にも働く側にも客側にも、コロナ対策を徹底しろのみ。今回の緊急事態宣言
も施設側にコロナ対策を徹底すれば営業して良いと言うが、あまりにも無責任。抜き打ち検査
して欲しい。
皆、感染が怖くても仕事を無くしたくなくて人質の状態です。

1/10/2021 15:43:50 50代

女性

会社員

感染原因

雇用調整金も、満額貰えない人が多かったです。私の場合は日給1万2千円なのに、春の緊急事
態宣言で百貨店が閉まった時に、会社から日給5千円弱しか支払われませんでした(もちろん出
勤予定日数分のみ)。殆ど会社に取られてしまいました。これじゃあ死にますよ、ちゃんと上
限までは支払うようにして欲しい。あまりにもサービス業従事者が弱者過ぎます。
コロナ発生から1年。国内の罹患者の行動データをきちんとデータ分析した結果が夜の飲食な
のか。昼の飲食は問題ないのか。すべてのデータを分析したらもっと行動学的な、客観的な行
動制限項目が出てくるのではないか。私の身近な感染例からすると、発熱、通院といった免疫
力の低下者が罹患しており、飲食で感染した人はいません。また20～30代の罹患が多いこと
は、彼らは体調が少し悪くても無理をして働く、出歩くといった意識や会社のプレッシャーが
原因なのではないでしょうか。
飲食店は感染防止に努めています。
年代、性別だけでなく、感染者の活動(行動ルート、拠点等)、もっとしっかりとした行動分析
結果を公表すべきです。経済と感染防止の両方を進めるためには正しい情報に基づき皆が行動
していかなくては、感染拡大は止められません。
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年代
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ご職業

1/10/2021 15:50:39 30代

女性

看護師

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナの災害指定について

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

コロナ対策の災害指定

特措法の改正が焦点になっていますが、災害対策基本法の適用は検
討されたでしょうか？2020年4月に兵庫県弁護士会が発表した提言よ
り以下抜粋いたします。

参考にすべき著作や文献等

(コロナを)災害対策基本法第2条1項1号が定める「異常な自然現象」
と解することは十分可能です。
①市民に自宅待機を求めることができる
② 「警戒区域」を設定することで立ち入りを制限することができる
(事実上のロックダウンが可能)
③ 激甚災害制度を活用することで事業者が雇用者を解雇せずに雇用
保険の基本手当を支給できる
という3つの支援策が早期に可能になります。
法改正がいらず、早期にコロナ対策ができかつ補償もできる案かと
思います。ぜひ、ご検討をお願い致します。

1/10/2021 16:45:55 20代

女性

大学院生

人の往来、公衆衛生と経済のバ
ランス

第一次の緊急事態宣言とは異なり、今回は飲食店にターゲットを絞った宣言ということで、他
業種は私の予想以上に追従せず営業しているようです。その結果、人出がなかなか減らないと
いう結果になっているとの報道がありました。公衆衛生だけを考えたら、第一次並みに制限を
かけるべきとは考えています（ただし子供の感染リスクの知見がたまった今、学校に制限は不
要と思います）。しかし経済的にはそれをやりたくない、その中でどうバランスを取ったらい
いのかは、素人の我々には分からない部分です。時短営業要請範囲を広げ、財政出動で補償す
るなどしかないのかなと個人的には思いますが、どれがベターなのか…。政治家の方々には、
学術的エビデンスに基づいて、公衆衛生と経済の舵取りについて徹底的に議論し、アクション
を起こしていただきたいとおもいます。

新型コロナウイルスに関する医学的知見はかなりたまっていてきま
す。新型コロナ制圧タスクフォースのHPが分かりやすいです。少な
くとも科学的な部分については、上氏や児玉氏のような信憑性の低
い学者を参考人として呼ぶのは控えていただきたいです。分科会や
かつてのクラスター対策班は、メンバーや実績をみると精鋭ぞろい
です。尾身先生や押谷先生、西浦先生など…。政府に呼ばれている
からといって逆張りで上昌弘氏を呼ぶなどといった一部野党は大変
残念でした。国民民主党さんには、精鋭の先生方の声を生かしてい
ただきたいです。

1/10/2021 17:00:31 40代

女性

主婦

身近な人達との助け合い

コロナウイルス感染拡大に伴い、教育現場においても各種行事や集会等が中止となり、子供や
親同士･地域との繋がりの希薄化が益々進んでいるように感じられます。コロナ禍以前から少
子高齢化･核家族化等の影響により、お互い同士が緊密に協力し合って支え合う気持ちが失わ
れつつあるのに、万が一今の状況で大きな災害が発生したらどうやって助け合うのでしょう
か？
医療体制が逼迫していると言われていますが、指定感染症第1、2類相当とされているコロナを
5類に引き下げる為の議論はどうしてまともにされないのですか？日本は公的医療機関の割合
が少ないと言われ、効率重視の医療体制を求め続けたツケが一部の医療機関の負担増加に繋
がっていると聞いています。そのような問題を後回しにしながら、医療の逼迫問題の責任を企
業やお店にばかり一方的に背負わせようとするのはあまりにも理不尽です。財政健全化論も間
違っていた事が明るみになりつつあるようですが、このような状況下で持続化給付金･家賃支
援給付金の中止、飲食店への協力金も一律同額で事業規模を考慮に入れない事にも全く理解が
出来ません。
政府はビジネス関係の外国人の往来停止すら行わず、どうして国民に対して自助･共助等と言
えるのでしょうか？まずは政府にしか出来ない役割である公助を責任を持って行って頂けない
限り、みんな思うように助け合えないのではないですか？問題解決の仕方を大きく方向転換し
た場合に生じうる、新たな責任をとりたくないだけのように感じてしまうのですが･･。納得の
いく説明と対応を宜しくお願いします。

自分の立場から世の中に対して何か少しでも出来る事をしたいと考
えていますが、個人の力の限界を沁々と感じているこの頃です。大
多数の国民は同じような想いなのではないでしょうか？
政治でしか解決出来ない問題は政治家の皆さん達でお願いします。
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年代

性別

1/10/2021 17:15:24 40代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
情報アップデート

1/10/2021 17:38:04 40代

男性

献血

1/10/2021 17:45:06 50代

男性

自営業

政権与党コロナ対策の遅さ,ごて 大阪府吉村知事が緊急事態宣言するも、1週間様子見るとのこと
ごて

1/10/2021 18:31:08 40代

男性

自営業

経済

タイムスタンプ

ご職業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

・情報のアップデートが無いこと
・野党戦略が馬鹿（過去から同じ）

言いたいことは沢山あるが声が届かないことに悶々としていた。
まず、これを開設してくれたことに感謝するし、もっと広めるべ
き。
・特措法無いのに緊急事態宣言要請とかアホ。自殺者増加確定。
・情報のアップデート無いのが一番の問題だ。1年もあればDB化で
重症化する人の特定ぐらい出来ただろうし、指定感染症から外せた
なら、医療崩壊も緊急事態宣言も必要なかっただろう。
・フェイスシールドとか何の効果も無いのに馬鹿国民は続けている
のだぞ。
・あと野党よ。昔から攻撃の仕方が変わらない。今のバカ政権に常
識など通じないのだから要求してもムダなの。いい加減攻め方変え
ろよ。
・フェイクニュース信じているバカ国民を減らすのが一番手っ取り
早いの！だから、国民民主党でいいから、チャンネル作って配信し
てくれよ！
情報のアップデートで良いのよ。
マスクの種類別の飛散率とか、マスクしていても感染する行動とか
さ、重症化年代と持病種類とか、人数別の数学的な感染拡大率の差
とかさ、身になる情報をくれよ！頼むから。
・死亡者数とか感染者数とか何なの？国民不安煽っているだけで何
の意味もないってなぜ解らないの？
・国民民主党には期待している。「身になるニュース」とか、チャ
ンネル作って毎日配信してくれ。10分でも良いよ。ウサギのキャラ
でやればいいじゃん。
・とにかく情報をアップデートして、フェイクニュースに振り回さ
れている国民を減らすことに全力注いでほしいです。

献血の増加に関する提案

献血について思うことがある。
赤十字に意見したら即却下された。
血液足りないと言うわりには、呼びかけしかしていない。本当に増
やしたいのか疑問。
せっかく血液の検査結果調べているのだから、健康診断で調べる情
報にアップデートしたら、血液検査で病院行く人も減るし、逆に献
血を有効活用して健康管理する人も増えるので献血数の増加にもつ
ながると提案した。
あと、地方には献血ルームが無い。
政治の力で実現できないものだろうか？

covid-19を感染症２類指定から外すこと

45 ページ

参考にすべき著作や文献等

政権与党の危機感の欠如

日本国がダメにになる。コ
ロナ渦であり自民党渦し
か、いえない。

現在covid-19の治療には、160万床のうち2％程しか使っていないと
のこと。医療崩壊を防ぐには、多くの医療者が診察治療できるよう
にすることが必要です。そろそろ感染力を過大に見積もることをや
め、町のお医者さんでも診られるように、５類指定することが必須
でしょう。
それをしないままの、緊急事態宣言や特措法改正は、目的と手段を
誤っていると言えます。ウイルス根絶は決して達しえない目的で
す。共存しながら、経済へのダメージを最小化することこそ、正し
い目的ではないかと思います。
経済は生きることの基盤ですが、それはただ生活費の意味ではな
く、だれもが生きるに足る人生を望んでいるのです。
特措法改正が、立憲主義や基本的人権の侵害にならないか、この半
年の御党の憲法調査会の議論を踏まえて、よくよく吟味して頂きた
くお願い致します。

コロナ論２／小林よしのり

その他・独自入力（208件）
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ご職業

1/10/2021 21:09:55 40代

女性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
スポーツ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

私はスポーツクラブに通うのを趣味にしていますが、今回の緊急事態宣言で短縮営業すること
になり、通うことができなくなります。
飲食店を含め、特定の業種への自粛要請は検討外れだと思います。
そもそもの感染ルートの見直しが必要だと思います。

海外のビジネス目的客を入国させないでください。
そもそも武漢肺炎にかかってるのは、外国人ではないでしょうか？
日本の国費で治療してるのではないでしょうか？
いまは、保険に入るのをお願いしてるらしいですが、強制にするべ
き。
外国人には甘すぎです。

すでに、廃業や閉店予定も何店舗もあると聴きました。
10月末から入国させているビジネス目的の外国人(特にChina)が原因だと思います。電車や
ショッピングモールで見かけると、憤りを感じます。
Chinaから広まったから、賠償責任を取らせたいですね。

参考にすべき著作や文献等

今日も中国人が大きな声で会話してるのを見かけました。上でも述
べましたが、でかい態度の中国人を見かけると、怒りで胸くそ悪く
なります。
武漢肺炎がきっかけで中国はとても危険な国だと感じました。
なぜ、中国から発生したウイルスなのに、メディアは取り上げない
んだろうと不思議に思い、インターネットで調べてたら、虎の門
ニュースの存在を知りました。まさしく私の知りたかった情報でし
た。
オーストラリアのsilent invasionや百田尚樹さんの本も買い、日本の
危うさを知りました。
日本の内部は中国の工作活動により、骨抜きになってしまったとの
ことですが、日本がチベット、ウィグル、内モンゴルのように侵略
されないように、安全保障に最も関心を持つようになりました。
アメリカ大統領も中国の工作活動により、バイデンになりそうです
ね。日本はアメリカの後ろ盾がなくなりそうなので、本当に危ない
ですね。日本を護っていけるような憲法改正が早急に必要だと思い
ます。

1/10/2021 23:29:28 60代

女性

主婦

コロナ

私はタクシー運転手を家族に持つものです。大変困っていることがあります。

外国人の移民受け入れ反対、外国人の参政権反対、不動産を購入で
先生方や職員の皆様もお忙しいかとお察しします。どうぞお体には
気をつけてください。

①夜勤をしているためコロナにより売上がガタ落ちし、70歳近い高齢でも働かざるおえない
家庭事情もありいつ解雇されるのではないか、タクシー会社自体もいつ倒産するのではないか
と怯えています。キツイのは飲食店だけではありません…どうか助けてください。
②タクシー乗務をしていてマスクをせず複数人で乗ると助手席に座られることがあると言い
ます。また乗車してからマスクを外してしまうことも多々あると聞きます。
基礎疾患もありとても怖いと言っています。冬場では窓を開けると寒いと怒られることもある
そうです。こうした環境を少しでも改善して欲しいです。

1/10/2021 23:53:25 60代

女性

主婦

コロナ

私はタクシー運転手を家族に持つものです。大変困っていることがあります。

先生方や職員の皆様もお忙しいかとお察しします。どうぞお体には
気をつけてください。

①夜勤をしているためコロナにより売上がガタ落ちし、70歳近い高齢でも働かざるおえない
家庭事情もありいつ解雇されるのではないか、タクシー会社自体もいつ倒産するのではないか
と怯えています。キツイのは飲食店だけではありません…どうか助けてください。
②タクシー乗務をしていてマスクをせず複数人で乗ると助手席に座られることがあると言い
ます。また乗車してからマスクを外してしまうことも多々あると聞きます。
基礎疾患もありとても怖いと言っています。冬場では窓を開けると寒いと怒られることもある
そうです。こうした環境を少しでも改善して欲しいです。
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1/11/2021 0:37:21 30代

男性

会社員・技 産業支援
術系

コロナによる建築業界の停滞→GOTOビルド

1/11/2021 8:05:45 70代

男性

無職

すべての事柄

米州では議員の3分の2の多数で不行跡議員を排斥できる。
こういう立法を粘り強く提起することが長期的な政党の力を作る。
政治資金規正法のザル底も是正する動きは見えない。
日本に正義はないのか。
野党は与党と偕老同穴かと疑うよ。
もっとしっかり仕事せよ。
野党の仕事とは、第一に課題を世に訴えることでしょ。

1/11/2021 9:43:03 20代

男性

指定感染症見直し

指定感染症見直しを実現してください

2020年8月~9月頃はコロナの指定感染症見直しについて検討されて
いましたが、いつの間にかこの話は流れていました。でも今度こそ
2021年前半こそはコロナの指定感染症見直しを実現してください！
ワクチン接種を開始する頃に実現お願いします！

1/11/2021 10:04:33 20代

男性

会社員（エ 感染防止のために国民一人ひと
ンジニア） りが実施すべき追加対策

COCOAの普及と接触通知受信後の自粛についての社会的合意の構築

一市民の意見として、COCOAの普及と“接触通知受信後は自粛（出
社等を控える）を行う“といった周知が、与野党・メディアのどれを
とっても不足していると感じます。
コロナウイルス感染症の特徴は、感染者の自覚症状の発症前から周
囲に感染する点であり、それを防ぐには濃厚接触者への確実な通知
とそれによる行動自粛が必要です。これらの有効性については、添
付のURLにおいて確認できます。

真剣に取り組んでこなかった自分もよくなかったかなとも思いますが、それにしても全然賃
金が上がらないしどうやったら結婚ってできるものかなーっと思いまして（笑）結婚相手はも
ちろん、子供が好きなので子供もとっても欲しいと思ってます。
それはさておき、今一番発信力があるのは国民民主党だと思ってます！こういう意見も、ま
たツイッターやライブ配信のチャットの埋もれてしまいそうなコメントさえ拾ってもらえてる
感が伝わってきます。すごく嬉しいです！細かくてとても大変だと思いますが、これからも丁
寧な声の聞き取り、続けていただきたいです！選挙ボランティアもするつもりです！ぼくもい
ろんなところに火種を忍ばせます。総選挙では大炎上させてやりましょう（笑）
「少数派こそ時代を変えられる」ぼくは国なんかどうでもいいと思ってます。今いるこの時
代。不可逆なかけがえのないこの時代を変えたいです！玉木代表の言うとおり、時代を変えま
しょう！必ず変わります！
コロナ感染拡大により、建築の受注が減少しております。また、感 https://note.com/shinonom
染拡大防止には、建物の空調・換気設備が重要と考えられます。そ ebreak/n/nb071ed24dd09
こで、公共事業として、換気設備更新などを後押しするGOTOビルド
を提案いたします。

https://news.yahoo.co.jp/art
icles/4eaa1f8b273ec1c287
7856aad4aec0b8f86e599
1

これに対して、現在の課題には以下の2点があります。
・COCOAの普及率が低すぎる点
・通知受信後の自粛についての社会的合意が得られていない点
前者については、厚生労働省の発表データの通りであり未だに2割に
しか達していません。
後者については、通知を受けたら具体的にどうするかと言う行動指
針が共有されていません。基本的な指針は、1〜2週間の通知受信者
の外出自粛（テレワークの実施を含む）であり、ウイルス検査の実
施は必ずしも必要ないと考えております。雇用者としても、限定さ
れた社員を対象としてテレワークは、従業員全体を対象としたテレ
ワークに比べて導入しやすいかと存じます。
以上の点を踏まえて、代表質問においては以下の点などを質問して
いただきたく存じます。
・政府としてCOCOAの活用はどのような位置付けなのか
・現在の普及状況についてはどのように評価しているのか
・普及に向けた働きかけを今後拡大するつもりがあるのか
・接触通知受信後の受信者本人、および受信者周囲（会社含む）に
向けた行動指針はあるのか
・運用面においては陽性登録が煩雑と言った意見があるがどう改善
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ご職業

医師

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
すべて！

スクリーニング検査

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

経済、教育(大学生や専門学生がオンライン授業を強いられている事への疑問)
中国韓国人への優遇。検査なしの入国。指定感染症から外すこと。

そもそも、新型コロナが存在しているという、論文も科学的証明も
されていない。中国の肺炎患者の肺の汚染サンプルは信用性ゼロ。
新型というが古いのは？ウィルス分離もしてない、中国論文でも
ハッキリ言ってない。
エクソソームは、コロナと外見も大きさもそっくりです。
全体的に科学的根拠なし。根拠がなくてよい宗教と同じではない
か？
今の状況は、カルトと同じです！
コロナバブルですよね？診断すれば病院に補助金が出ます。なんで
もコロナと言えば儲かる。コロナ死だと保険金が倍？死因を問わず
コロナ死にしろと厚労省が自治体に指示してますよね？これは？お
かしくないですか？インフルは今年ほぼゼロですよ？
PCRを「感染症の診断に使ってはならない」と発明者のキャリーマ
リスが言っていたのに、なぜ使うのか？遺伝子の統一性を確認する
ものではないでしょう？それもct値も高くすれば、副反応が高くなり
何を見ているかわからない状態になる。ありもしないものをあるあ
る！と恐怖を煽り、裏で安全保障を壊す危険な法案をどんどん通
し、超監視社会への移行を目的としているとしか思えない。中小企
業を潰し、外国人へのオーナーチェンジも狙ってますよね？日本を
ウィグルにしたいのか⁈
治安が悪化してますよ！
コロナ茶番を今すぐ止めるように強く抗議します！

私は新潟市、医療法人社団「みんなの皮ふ科」相談役理事の内山直樹（筆名；内山直）（医
ご不明の点があればお気軽にお問合せください。
師・医学博士）と申します。
（感染症専門医ではありませんが、皮膚科医も水痘、帯状疱疹、手足口病など多くのウイルス
性疾患を診察します）
新型コロナウイルス対策について日本は「世界の潮流」をまったく追えていません。私が昨夏
から訴え続けているのは「日本こそ抗原検査スクリーニングが機能するはず」という主張で
す。
最近、初めて日本語の記事がでました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4de65109c71aaf5cdf3e35146114ca6179a69548

参考にすべき著作や文献等

なぜ日本では頻回抗原検査
が有用なのか。とことんわ
かりやすく解説してみる！
https://fireearlyretire.com/blog-entry287.html

“2020年11月20日に学術雑誌「サイエンスアドバンシズ」で発表された研究成果によると、検
査頻度の高さと検査所要時間の短さが感染者の効果的なスクリーニングにつながる一方、検査
精度の高さは限定的な効果にとどまるという”
元論文はこちらです。
https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/11/20/sciadv.abd5393.1
これは僕独自のアイディアでもなんでもなく、ここ数カ月間、欧米メディアではしょっちゅう
取り上げられ、議論されてきたものです。最近のものだと第一人者のハーバード大、Mina准教
授によるTIME誌記事が必要な情報をほぼすべて網羅しています。
https://time.com/5912705/covid-19-stop-spread-christmas/
実はバイデン氏が打ち出した対新型コロナ対策にもすでに盛り込まれています。アメリカはす
でに準備に入っています。
https://joebiden.com/covid19/
「1」の２つめが該当します。
Invest in next-generation testing, including at home tests and instant tests, so we can scale up
our testing capacity by orders of magnitude.
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あなたが当事者として感じてい
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国民の行動変容
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課題：感染予防に効果が高いといわれる（不織布）マスクの着用率が低い。
説明：ウレタンマスク着用率が（特に若者で）高く、それが感染拡大に影響しているという懸
念がSNS上で散見されます。また、公共交通機関でもマスクを着用していない方も見られ、諸
外国では公共の場所でのマスク着用を義務付けているところもあります。行動変容によって感
染防止を図る我が国では、政治家が率先して、マスクの種類による効果の違いを周知し、効果
の高いマスクを正しく着用する姿を見せることが重要と考えます。
解決策：感染拡大期には政治家は「マスク会食」ならぬ「マスク会見」を常態とする。その際
には、なるべく不織布マスクを、医師や保健当局が推奨する方法で着用する。

マスクの種類による効果については以下のような研究があります
が、若者を中心として、十分、情報が届いておらず、ファッション
性や息のしやすさを重視してマスクを選び、偽りの安心感から、感
染拡大につながってい締まっている可能性を一市民として憂慮して
おります。
（同様の文脈で、フェイスシールド、マウスシールドのリスクにつ
いても、周知が進むことを期待いたします。テレビなどの各種媒体
で芸能人がマウスシールドやウレタンマスクをしていることについ
ても「マスク会見」キャンペーンで、注意喚起していただけると社
会的なインパクトが大きいのではと感じております）

参考にすべき著作や文献等

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5fd6c3bec5b62f31c1fe4
eb8
1/11/2021 16:33:52 20代
1/11/2021 16:35:25 20代

男性
男性

1/11/2021 16:45:52 20代
1/11/2021 16:53:38 50代

男性
男性

1/11/2021 17:06:53 40代

女性

会社員

指定感染症の分類
指定感染症分類の見直し

指定感染症
コロナを指定感染症5類へ

指定感染症の見直し
今回の緊急事態宣言について

指定感染症解除をお願いします。
コロナを指定感染症から外してください。
コロナの二次流行、三次流行の大きな要因が「海外からのコロナ感染者の流入」がある事は明
らかだと思うのですが、ビジネス往来などで11ヵ国からの海外からの流入を止めない事が信じ
られません。緊急事態宣言で飲食店の制限をするのであれば「まず、第一の原因であろう海外
からの流入を全て止めて頂きたい」
それでなくて何が緊急事態宣言なのか？と思います。菅総理の判断はあきらかに間違っていま
す。「頭がおかしい」とさえ言える判断

スーツ小売 政府のコロナ対策
業、会社の
別事業はブ
ライダル業
界、カラオ
ケ業界、空
間エンタメ
業界、
フィットネ
ス業界

コロナの指定感染症分類を5類にしてください。
コロナを指定感染症5類にするようお願いします。コロナはインフル
エンザよりも弱毒性です。

海外入国規制（北海道の私物空港は中国人で入国規制なしの件）
国家総動員法に対する中国人管理。
コロナ禍の懲罰制度は民主主義ではなく全体主義なくす事。
1.8%の病床数しかコロナ対策出来ないで医療崩壊している政治対策の問題点。
政治家の高齢化。
議員年金の廃止を復活させない。
二階さんの中国寄り対応や4200万円の献金による政治の歪み。
オリンピックを一番後ろの年に回すか2年後案
国土がコロナ禍で中国人に買われている件への法整備希望。

国会議員は上から目線が多く、
コロナ禍で三分の一で良いとネット会議対応で感じた。
自民党の支部交付金が200万✖年6回、ボーナス300万✖年2回、
等でも年収200万円の方もいます。
利権政権はあり得ません。
高齢化した政権を若者が握れる政治をお願いします。
今のコロナ対策もおかしい。医師会はコロナ患者を診ていません
よ。
懲罰制度は社会全体主義になります。民主主義の崩壊の始まりで
す。残念です。

成人式は行うべき。
5類へ指定感染症区分へ。
1/11/2021 17:10:21 30代

男性

1/11/2021 17:16:19 20代

男性

会社員

安全保障の問題

資本主義の中では格差が生まれるのは仕方がないと思う。コロナ渦の中で起こっている仕事を
失った方や収入の減っている方々をできる限り減らす政策をやってほしい。可能な限り消費で
きる方々を多くしないと経済は回りません。解決策として【日本版PPP】【海外からの入国ス
トップ】【追加の毎月定額給付金１０万円】【消費税減税０％】【地方への消費税収入分を国
が肩代わり】【家賃支援の継続】【持続化給付金の継続】【粗利補償（売り上げ補償）】【持
続化給付金の上限撤廃】【医療従事者への危険手当】【介護従事者への危険手当】【公共交通
機関への危険手当】【生活保護の拡充】【医療機関へのコロナ設備投資への全額補償】【地方
自治体の地方債をできる限り日銀が買う】【年収関係なく会社員から引かれる社会保障費を１
年間免除（すべて新規国債で穴埋め）】以上でございます。何卒宜しくお願い致します。

安全保障問題と選択しておりますが、コロナ渦で可能な限り貧困層
を減らすことはやってほしい。これは安全保障にかかわる問題だと
指摘されている専門家の森永康平さんが保守系の生放送番組で指摘
さております。一応、動画部分とTwitter動画の両方を貼り付けてお
きます。両方同じ動画になります。
youtubeより【
https://www.youtube.com/watch?v=mHSUBQUe6dY&feature=youtu.
be 】
森永さんのTwitterにてリツイートされていたツイートより【
https://twitter.com/HsJYsBpQTszqsM5/status/134828808673672806
5 】以上となります。できる限りの積極財政支出を求めます。宜し
くお願い致します。

指定感染症解除

今後の参考にお願いします

コロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい。
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1/11/2021 17:16:43 60代

男性

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
ソーシャル
私の息子たちは大学病院、地
デザイン代 域の高度専門病院の医療従事者
表（ソー
である。医療の現場では「菅政
シャルデザ 権は人命無視と医療の大切さを
イナー）
軽視している」との怒りが渦巻
いている、と聞いている。
ご職業
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参考にすべき著作や文献等

【国民のための国民民主党の新型コロナウイルス対策】
国民による国民のためのコロナ対策「一言コロナ対策提案活動」

【提案背景】
国民民主党の党員として、なぜ「新型コロナウイルス対策ご意見
募集」に応募したのか。国民民主党から発出されるべき「新型コロ
ナウイルス対策」は以下のような背景の思いをもって応募した。

正常化バイヤスによるアプ
ローチが必要
https://jerd.co.jp/column/10
90/

現与党である自民党、公明党が、新型コロナウイルス対策で、迷
走し後手後手対策しか打てない。これは「衆愚とした国民から搾取
する若しくは、国民を犠牲にする」ことをいとわず「業界経営側団
体、宗教団体などの国民の利権を優先する傀儡政権」であり自党を
最優先しているからである。

https://sannohdental.jp/news/normalcybias/

-------------------------------------------【菅政権の新型コロナウイルス対策の大問題】
現与党である「自民党、公明党」は、経営側の傀儡政権であることから、軸足が経営側にあ
るため、「ワクチンや特効薬ができなければ、コロナウイルスは撲滅できないとの前提とし、
感染して国民の死亡は無視してもよい」との考え方に立ったものである。
このような考え方により「ＧＯＴＯキャンペン」の実施がさらなる感染拡大をまねいたり、
今回の緊急事態宣言もまったく感染防止につながる科学的根拠のない「午後8時閉店」だけに
より、だらだらと先延ばしているだけの策でしかないことが大問題である。
これでは、国民への感染拡大と死亡拡大をまねくのはあきらかである。
-------------------------------------------【国民のための国民民主党の新型コロナウイルス対策】
国民による国民のためのコロナ対策「一言コロナ対策提案活動」

1/11/2021 17:56:19 40代

1/11/2021 18:11:55 50代

男性

男性

政治

会社経営

指定感染症と第三次補正予算

反面、立憲民主党、共産党等は、「国民は衆愚である」という前
提に、「政権奪取、議席獲得することを目的に、国民の目先の欲に
迎合し、国民に我慢を求めることを要求しない政策スローガンを掲
げるだけの野党である。このため過去の民主党同様、新型コロナウ
イルス対策でも迷走するとしか考えることができない。

http://www.toyohashic.ed.jp/hadaj/index.php?action=commo
n_download_main&upload
_id=236&nc_session=4lc1
8i4hpsvlbmfqorvfv0igf5

以上のような菅政権の新型コロナウイルス対策の大問題をふまえた上での、国民民主党の新
自民党、公明党、立憲民主党、共産党等は、「国民のために」と
型コロナウイルス対策は以下にように国民に対して行動変容を要求する提案としなければなら 言いながら、自党利益を優先した上での新型コロナウイルス対策し
ない。
か打つことができないのである。これでは国民のための新型コロナ
国民による国民のためのコロナ対策。「一言コロナ対策提案活動」国民自身から創意で提案 ウイルス対策ができるわけがない。
行うことによる国民の行動変容に結びつける。
なぜ私が、党員として国民民主党を応援するのか。昨年の国民民
（1）対策に対する基本的な考え方「ウイズコロナ」から「ゼロコロナ」に変更を国民にアナ 主党から、上記にように自分の議席獲得することを優先するだけの
ウンスする。
議員は、立憲民主党へ移籍した。これにより山尾志桜里議員に代表
新型コロナウイルスに感染するのは、生身の人間である。個人個人の国民である。効果のあ されるように、本当の意味での国民のための政策を打ち出すことが
るワクチンや特効薬ができるまで間は、経済を優先するのではなく個人である国民を最優先し できる議員達により「民主主義による国民のための政党」に昇華し
た新型コロナウイルス対策を実施しなければならない。つまり基本的対策の軸足を「菅政権の
一年たっても、緊急事態宣言や自粛要請の繰返しです。緊急事態宣言中は選挙も自粛する法律 進化したと考えられるからである。まさに字の通り「国民民主党」
コロナを克服するために今政治家が法律を作って、与野党関係なく
制定をお願いします。

日本を守るべきです。誰のために選挙するのでしょうか？日本を守
るためなら、今いる人が守ってください。守れない政治家は辞めて
守るために行動している政治家だけで、頑張ってもらいたいです。

消費税ゼロ

政令で指定感染症１類相当に強化しといて第三次補正予算案は不要
不急のものばかりでコロナ対策がほとんどない。
財政出動は昨年90兆を超えましたが、それでもデフレータはマイナ
スでデフレになっております。
まず消費税ゼロから始まるべきだと思います。
今の菅政権では日本は崩壊します。
緊縮派のデフレで
感染症病床数は75％減り
保健所は50%減りました😱
無駄削減は国民の安全を切り捨て資本家の利益になっただけです😡
安全保障は消滅😡しています。
更には海外からの脅威に対しても
日本は経済力を失い国力を失い軍事力も失えば日本を守るどころで
はありません。
国民の行動を抑える事が目的ではなく
コロナ騒ぎを抑える事が目的のはずですが、菅政権ではダメです。
PCR検査のサイクル数CTに関しても見直し30サイクルにすべきで
す。
更にインフルエンザワクチンはワクチンがあるのに1万3千人の死者
が出ていましたがコロナは3千人くらいです。
指定感染症５類への検討を進めるべきです。
合わせてリスケ中の企業への融資も進めてください。銀行の動きは
良くありませんのでよろしくお願いします

50 ページ
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ご職業

1/11/2021 18:18:49 50代

男性

会社経営

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
電力料金高騰

1/11/2021 18:27:50 40代

女性

主婦

日本の国家存続の危機

タイムスタンプ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

LNGの調達に手当を

今年に入りJEPXの電力取引価格が異常な数字になっております
原因はLNGの調達がうまくいっていないと記事にかいておりました
が
この高騰は企業経営を圧迫しかねませんので対応策を是非検討して
ください

https://project.nikkeibp.co.j
p/energy/atcl/19/feature/00
007/00044/

入国禁止の徹底。中国韓国経済との切り離し。

私は、国家存続の危機を感じています。これらの解決策は、入国禁
止の徹底、および、中国韓国経済との切り離しが不可欠です。ビジ
ネス目的の入国者増加は、結果として日本国内での感染者増加に比
例しています。経済の逼迫は、経済弱者を命の危険に近づけていま
す。より多くの補償を国民が必要としている時に、普段と同じ生活
保護を、日本国籍を持たない在日の方々に与え続けている事も違和
感を感じます。この様な有事においては、職を持たないで何年も生
活保護費を受給している外国籍の方々には、国に帰って頂く事も考
えるべきではないでしょうか？同時に、国民が長年払い続けてきた
保険料で、日本にいる全ての外国人にもコロナの無料治療が提供さ
れている事も、我慢ができません。日本の医療従事者の大きな負
担、限られたリソースは、国民の為にあると考えるのが当然ではな
いでしょうか。治療を受けた外国人には支払いを要求し、支払わな
い場合には本国送還で良いのでは無いでしょうか？治安の悪化は、
残念ながら外国人労働者の増加と共に増えています。政府決定は、
国民に我慢を押しつけています。
ビジネス入国の継続は、グローバリズムの推進が根本的な理由で
す。これは、政治の独断的かつ勝手な決定です。国民はグローバリ
ズムの排除を求めています。グローバリゼーションは、日本の資本
の海外流出につながり、日本は失われた30年を経験しました。国民
の経済格差の拡大は、出生率の低下にまで影響しています。国の経
済成長に欠かせないのは、資本流出を止める事ではないでしょう
か。具体的には、国内での外資企業の特別待遇撤廃、海外からの撤
退および国内生産への切り替えが有効だと考えます。グローバリズ
ム重視の政策決定が、現在のビジネス目的の入国継続に繋がり、国
民の人権を無視していると考えます。

1/11/2021 19:03:51 40代

男性

自営業

情報周知

情報弱者への伝達

宮崎県都城市で宅配業をしてます。
都城市もコロナ感染者数が増加してきました。
仕事柄、帰宅が遅く地域のニュースを見る時間がないのが難点で
す。私はネットで情報収集してますが、仲間の中には県独自の緊急
事態宣言を知らない人もいました。
そこでふと思ったのですが、「大雨特別警報」みたいに重要な情報
は携帯メールで周知することはできないのでしょうか？
可能ならばぜひやって欲しいです。
追記。日曜討論見ました。頑張って下さい。

1/11/2021 19:13:26 10代

無回答

コロナによる私権制限

罰則付きの休業要請について。
あくまでも要請であるものに罰則を付けるのは営業の自由の侵害、私権制限にあたり、現行憲
法に反するのではないかと私自身は考えております。そこで、国民民主の皆様には政府与党に
対して、罰則をつける前に全額の休業補償そして、個人事業者のみならず、商品、食品などを
卸している仲介の事業者に対しても徹底的に補償をしていただきたいと思います。補償が不十
分なため、営業せざるを得ない事業者が現れます。罰則なしで全額補償をすればそうした事業
者も休業に応じてくれると思います。財源はコロナ国債。是非、これからも国民民主としての
案を提案し続けて下さい。あと、自民党が孤独対策のPTを設けるそうです、前回の参議院選の
国民民主の公約でもありますので、是非与党に対して、具体的な孤独対策の案を示して頂きた
いと思います。

51 ページ

衆議院選挙に関して、何としてでも政権交代を実現させるために日
本維新の会とも選挙区調整を行って下さい。同じ保守野党として、
票が割れては与党に対峙できません。私の地域は与党と共産党しか
立候補していません。これだと、また与党の勝利が確定です。どう
かそのような選挙区も国民民主公認でなくても野党統一候補として
勝てる候補を立ててください、お願いします。
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1/11/2021 19:14:45 50代

女性

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

1/11/2021 20:47:09 60代

男性

自由業

インフルエンザ以下の感染症な
のに騒ぎすぎ。

毎年インフルエンザを起因として1万人がお亡くなりになりまか。対してコロナは3千人です。 P CRは増幅サイクルCt値は、現在40から45 で回しています。
大橋眞徳島大学名誉教授の
指定感染症2類から5類にしてください。またＰCRは感染症の診断には使えないんです。
台湾は35以下で回しています。
P CRはRNAウイルスの診
インフルエンザの診断のように抗体検査や抗原検査にすればいいでしょう。
なぜ野党は勉強して、P CRのおかしな点を指摘しないのか不思議で 断に使ってはならない。
す。

1/11/2021 22:03:18 50代

男性

会社員

コロナ政策

政府の緊急事態宣言に対する補償

1/11/2021 22:44:44 40代

男性

自営業

ゲームセンターなど、遊技場に
ついて

最近やっとスポットが当たるようになったのですが、全国的にアミューズメント施設、いわゆ
るゲームセンターが苦境に立たされています。

総理がコロナの特性を理解しているか疑問
ビジネス関係入国、検査の精度が70%なので、すり抜ける可能性があり。しかも、コロナは、
無症状者が一定数います。
この方は、引っかかりません。
1人でも見つかったらとは、本当にコロナを理解しているのか不安です。
必ずビジネス関係入国拒否を。
根本的に、国民が、政府を信用していません。
これが一番問題です。
国民に要求ばかりで、自分達は会食含め、特別と思っていると、感じています。
まず、総理が、国民にコロナ対策の後手後手を心から謝罪すること。
苦しい飲食業、またそれ以外の国民の痛みを理解してほしい。
そして、口だけでなく、国会議員は、緊急事態宣言が出た４月から今までの給与を半額にする
こと。
特措法の改正含め、やるべき仕事をしていません。
痛みを共有しない、上から目線だと誰も心を打たれません。
聞く耳持ちません。同じ痛みを。
本当は全額が響きます。
玉木代表、覚悟を決めて、半額、宜しくお願いします。
何とか感染を抑えたいです。
年老いた親がいます、ヒヤヒヤです。
お忙しい中すみません
ご自愛ください

何故、飲食店に特化しての補償なのですか？
鉄道会社専門の塗装業ですが膨大な赤字の鉄道会社なので去年の5月
から一切仕事がありません。政府にはもっと幅広く視野を広げて欲
しいです。

生活に根付いた職業ではないとはいえ、そこで働いてる人や関連企業も沢山あります。今多く
の有名店が潰れており、今回の自粛要請でも、持続化給付金など以外の補償、支援がない状況
で、さらに閉店が加速すると思われます。
コロナの影響が非常に大きいのですが、実は、それだけでなく、他の要因もあり厳しくなって
います。
まずは消費税。ゲームセンターのゲームは、プレイ料金が100円×n、というのが基本で、多く
が100円一回でプレイします。
その結果、お客からもらうお金はキリがよい金額しかもらえないのに、各種支払いなどには全
て消費税がのしかかります。
それでも、経済が回ってるうちは良かったのですが、現状では税が大きな重しとなっていま
す。
もう一つが、健康促進法です。
法律そのものは悪いわけではないのですが、喫煙可能にする条件が厳しく、スモーカーも多い
ゲームセンターでは売上が落ちるのは確定してるのに一切の支援がありません。
問題は、施行日がコロナの流行と重なったちめ、そのマイナス影響が隠れてしまっていること
です。そのため、議論に上ることすらないのです。
解決策は援助しかないとは思うのですが、ゲームセンターを優遇する形にすることも難しく思
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1/11/2021 23:18:35 20代

男性

1/11/2021 23:20:35 30代

男性

ご職業

介護

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
コロナの指定感染症区分につい
て
インフラ

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

指定感染症2類から5類へ

今、コロナの指定感染症扱いを2022年1月末まで延長すると言う話が
出ていますが、1年延長するのはやめて、遅くても2021年前半までに
コロナを指定感染症から外して5類感染症に変更してください。

参考にすべき著作や文献等

電力逼迫について
主に西日本で起きてる寒波による電力逼迫対策として原子力発電所再稼働をするように提言し
てください。
コロナ禍での緊急事態宣言中に停電になったらガチで死人出ます

1/11/2021 23:21:35 20代

男性

1/12/2021 0:21:02 40代

男性

事業代表

指定感染症見直し

指定感染症

感染が一旦収まるとされる春頃に、コロナの指定感染症見直しにつ
いての検討に入ってください。指定感染症見直しについて動いてく
ださい。お願いします。

頑張ってさえいれば安心出来る
未来

日本だから出来るコロナ対策と経済対策

まずは旧国民民主党でございますがコロナ禍初期にSNSを通じ何度
も電話相談に乗って頂きました近藤和也議員に御礼申し上げます。
★世界中に蔓延する新型コロナに対して早急に対応し、経済を前に
進める事は、日本のコロナ禍後のブランドを大きく上げることにな
り、経済的な側面は勿論、国防にも繋がると思っています。
逆に言うと、今の日本はコロナ対策においても国防においても、こ
のままこの国で働いていて大丈夫か？と感じてしまう状態です。
◼コロナ対策に関して、
日本にはファクターxと呼ばれる文化や耐性というアドバンテージが
あるにも関わらずオリンピックや主に中国に配慮し過ぎて曖昧な対
応をし続けている印象です。
★日本のコロナ対策に関しては
1.国交を閉じる
2.これまで通りの衛生管理を集中徹底(折角緊急事態宣言を出すなら
検査と隔離を徹底して極力コロナウィルスの総数を減らす)
3.ワクチンと5類扱い(発熱したら自宅待機)に変更
、、で医療崩壊も含めて対処可能だと思います。
もう少し隔離を強くするなら、
ホテルを政府が半額負担しながら隔離施設として使えば(Goto費用を
あてる)、winwin状態にも繋がります。
クラスターレベルまで落ち着いたらローラー的にPCR検査をして潰
しきれば終了です。

1/12/2021 8:04:01 40代

女性

病院受付と 緊急事態宣言
非正規契約
社員(ダブル
ワーク)

更にコロナ対策最大の成功国、台湾でも備蓄されているアビガンが
認可されれば医療現場の安定感は強くなる。
私の職場では今月も普通に出張があり（神奈川、都内、千葉→東

緊急事態宣言の内容の見直し

北）企業もあまり緊張感がないのかな、、と感じています。
経済を回すのはとても大事な事ですが、ここまで感染拡大してしまうと緩い内容では感染者が
減少せず、長い期間経済に影響が出る事を危惧しています。
そして、20時以降の自粛は飲食店、付随する職種だけではなく、タ
なので補償と厳しめの要請をセットにして、短期集中でしっかりと抑えられるよう緊急事態宣 クシードライバーの方も相当ダメージを受けています。
言の内容の見直しをお願いしたいです。
経済を止めるってそういう事なのでしょうが、ダラダラ長引けば長
引く程、生活苦になる方が増えますので、短期集中でしっかりと抑
えられるのを願っております。
今の日本は色んな所で分断がおきていてとても悲しいです。
あたたかい日本になるよう国民民主党の皆様に期待してます。
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1/12/2021 9:07:01 30代

男性

無職

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー
敬宮愛子様が女性だからという
理由で皇位を継承できていない
こと

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

ゴー宣ネット道場やコロナ論などをちょっと拝見して、素人なりに思ったことや

遅ればせながらあけましておめでとうございます。今年もよろしく
お願いします。以上の課題と解決策を素人なりに書いてみましたの
でよろしくお願い申し上げます。

小林よしのり先生のコロナ
論、コロ問い、コロナ論
2、農業の問題については
山田正彦元大臣の
https://news.yahoo.co.jp/art
icles/4499ddc12e7ac6be9
d56e73219ef9cc8cb6e837
e
https://www.jichiken.jp/artic
le/0168/のWEBページを拝
見してほしいと思いました
ので、よろしくお願い申し
上げます。

課題や解決策を以下の通りに書いてみましたのでよろしくお願い申し上げます。
まず、一番気になる問題として敬宮愛子様が皇位を女性だからという理由で
継ごうとしても継ぐことができない問題があります。
解決策として、敬宮愛子様がご結婚される前に皇室典範を改正して
性別に拘らず、直系長子優先で皇位を継ぐことができるようにすること。

次に気になる問題として、国が現在のメディアの放送を放送法の
第1条の公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることにある。
と書かれていますが、たしかスーパーコンピューターの富岳の
シミュレーションのマスクの実験で20ミクロン(または20㎛)以下の小さな飛沫に
対する効果は限定的であり、マスクをしていない場合とほぼ同数の飛沫が
気管奥にまで達することや、
医学的に飛沫の大きさは5μmでその中には0.1μmのウイルスが大量に含まれている
1/12/2021 9:10:32 60代

男性

無職

特措法

ということ。
自民党を倒す気がありますか？

今もとくダネで三浦瑠麗が国民民主党を「罰則が」でこき下ろして
いましたがそれでいいのですか？事実を確認して場合によっては抗
議するべきではありませんか？三浦瑠麗は毎度このことを言ってい
ますよ。

1/12/2021 9:17:34 30代

男性

会社員

行政

1月7日の参議院運営委員会における田村先生の業種別ガイドライン
(https://corona.go.jp/prevention/)についての質疑を拝見しました。御指摘ありがとうございま
す。本日(1/12)業界別ガイドラインを数例確認しましたが、私が見たガイドラインには「主催
者は保健所へ連絡し、消毒や濃厚接触者調査の指示を受ける」等、濃厚接触者が誰なのか保健
所の指示を受ける文言が記載されています。
さて神奈川県では1月8日に積極的疫学調査の対象を絞る発表を行いました
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/prs/r2336801.html)。これは神奈川県内の殆どの業種
において、濃厚接触者になるべき人間が1人も濃厚接触者として指定されないことを意味しま
す。保健所から本来濃厚接触者になるべき方々への指示等もありません。彼らはその後も普通
に日常生活を営み、感染拡大することが想定されます。このことが簡単に想定できるので「保
健所から指示はなかったけど、もしかして自分も濃厚接触者ではないか？」とパニックになる
方も今後おられると思います。積極的疫学調査については東京・埼玉・千葉も神奈川と同様の
絞り込みを行うとの報道もあります。

※業種別ガイドラインからは離れた話題となりますので、以下は参
考です。

保健所から濃厚接触者を指定されない都道府県内の事業者は、業界としてどのような行動が適
切なのかを議論し、一刻も早く全業種の業界別ガイドラインを更新すべきです。私案ですが、
例えば店舗の従業員が感染した場合等は、店舗責任者自ら従業員や利用者へ連絡を行い自宅待
機を要請したり、店舗を一時閉店したりする等を、責任者の判断において行うことが求めらえ
ると思います。どうぞよろしくお願いいたします。

54 ページ

とにかく和歌山県の仁坂知
事の記事が分かりやすいで
す。私の保健行政の大半は
そもそも積極的疫学調査の聞き取りは保健師の資格がないと出来な 彼の記事によるものです。
い業務なのでしょうか？和歌山県の仁坂知事は「この調査は、単な 以下が分かりやすいです
る聞き込みであって、医学的専門性を要するわけではありません。 が、もし時間があれば以下
（中略）他の仕事をしている職員を急遽組織化して、この人達に周 のページから「知事からの
辺を回ってもらいました。」
メッセージ」に戻って過去
(https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/message/20201126.html)と仰 の記事に目を通されるとよ
います。一般市民からの苦情電話も保健師の方が取らず、応援職員 いと思います。
の方が取っているそうです。他方で、報道では首都圏の保健所では
未だに苦情処理を有資格の保健師が取っているところもあるようで 知事からのメッセージ 令
す。全国保健所長会は「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対 和2年12月10日
策における緊急提言
https://www.pref.wakayama
(2020/12/8)(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000704454.p .lg.jp/chiji/message/20201
df)」において「市民からの苦情への対応が、保健師の貴重な時間を 210.html
浪費し、保健師の精神を蝕んでいることに留意」とあり、応援職員
に苦情電話を取ってもらっているそうです。あれから保健所への応
援職員の増員は進んだのでしょうか…？

その他・独自入力（208件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/8/2021 12:14:33 40代

男性

会社員

コロナの簡易検査キッドを配布して早期収束を図ることは出来ないか

コスト面で対各種支援金と比べてどうかが実行課題かと思います
が、簡易検査キッドを国民に配布すれば、それで罹患者を炙り出す
ことができ早期収束に繋がるのではないかと考えます。

1/8/2021 12:29:14 30代

男性

会社員

飲食のテイクアウト支援

飲食店を夜8時で閉めることで困るのは店舗だけではありません。消
費されるはずであった食品、飲料を納める業者や生産者も売り上げ
が減少することなるので、飲食店への支援だけでは不十分です。
Twitterでは飲食店や観光地での消費数減少で生産物が行き場を失っ
ているという声をしばしば見かけます。
GoToキャンペーンならぬToGoキャンペーンのような形でテイクア
ウト営業を公的にバックアップすることはできないものでしょう
か。

1/8/2021 12:41:51 40代

女性

会社員

検査数が少ない

宮城県、他の地方都市もですが検査数が少ない
宮城は１、２を争う陽性率
陽性率が高く取りこぼしがあり収束してない感じ
じわじわ県内に広がっていってる

参考にすべき著作や文献等

twitterで発信する医師の中に未だに検査抑制を謳うものがいる
国からきちんと検査拡充をもう一度何度でも発信するべき
各県で検査の偏りがないようにPCR検査機の導入を
ジャニーズが買って寄贈できるんだから国だって買えるはず
GOTOに使ってる場合じゃない
1/8/2021 12:52:31 60代

男性

無職（会社
員退職）

現状・課題の確実な把握と有効な対策が現政権には感じられないこと

1 ページ

”新型コロナ収束”と”社会・社会活動の維持”の両立はなかなか難しい
ので
しょうけれど、適切な対策を打たないと、コロナも収束しないし社
会・
経済活動も停滞し、結果として健康的・経済的被害者が増大します
し、
将来の財政への影響、さらには大幅増税や行政サービス低下も心配
される
ところです。場当たり的な対策では国民の健康も守れないし、困っ
ている
方々も救えないし、問題が解決されないまたは解決に時間がかかり
ます。
（１）影響を受けている事業者への支援
飲食・観光・娯楽関係には、大企業から中小零細企業、さら
には個人
事業者まで、さまざまな業態が存在します。それぞれの業態や状況
に応じた支援策が必要であり、五目飯的・チャンポン的にごちゃま
ぜの一律１日６万円では
解決しません。融資で済むのに支給すると将来の財政への影響があ
りますし
（バラマキになる）、逆に個人事業に融資では事業者がモタナイと
思うのです。法人には融資、個人事業には給付、さらに細かい場合
分けも必要だと感じます。
（２）影響を受けている業種について
飲食業等はもちろんですが、他にも直接的間接的に影響を受けてい
る業種は多いと考えられます。飲食業・観光業への納入業、イベン
ト関連、花火製造業、などなど、多岐にわたります。御党の全国の
組織を通じて情報を収集し、困っている業種の方々を再度把握し、

未入力（176件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

ご職業

1/8/2021 13:02:53 50代

男性

ホーム内調
理

1/8/2021 13:07:47 40代

男性

学校については、若年層は感染しても重症化しないとの観点から休業はしないとのことです
が、事実クラスター化している所が散見しています。国も自治体に感染予防対策を講じさせて
いるのかと思いますが、全国一律にした明確な感染対策及び予算の配分をした方がよいかと考
えます。
また、銀行・郵便局等の金融機関においては、窓口に仕切りを付け対策を講じている所です
が、お客様がマスクを着用していない場合の対応において、断ることが出来ない状況にありま
す。接客する他業種も同様とは思いますが、やはりマスク等の対策をしていないお客様につい
ては法制化の上、対応を断ることが出来るよう努めていただければ幸いです。
第三極の政党としてのご活躍を祈念いたします。
また、追記でありますが、衆議院北海道二区の補選に是非とも候補者をお出しいただけたら誠
に嬉しい限りです。乱文となりましたが、ご意見お汲み取りくださいますよう、お願い申し上
げます。

1/8/2021 13:39:07 40代

男性

コロナで困窮で困っています。定額給付金の再給付を切望します。これがあるだけで経済も回
せると考えます。

1/8/2021 13:43:39 60代

男性

1/8/2021 14:08:38 50代

女性

無職（元会
社員 退
職）

会社員

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

生活保護者に対し偏見格差のない社会にして欲しい

事あるごとに保護者が外され格差付け
私の現状地域では保護費11万9000円の中から家賃5万円食費4万円ス
マホ雑費等2万円で１ヶ月9千円の生活してます３回の保護費削減そ
の中から容赦無く取りたてるスマホ延滞金弁護団月5千円の取り立て
は今月で終わらせましたが実質月4千円で何とか繋いできました本当
の最低限の生活です前回の玉木さんのお陰様10万は本当に助かりま
したでもその使い道も自転車とスマホ延滞金で全部無くなりました
確かに収入は変わりません元が少ないだけです世の人達は私達の税
金とか言って避難しますけどそれまでに現状世代の方よりも多い税
金納めてます
年金も満額納めてます選挙券もあります今回の玉木さんの提示にも
生活保護は外されましたどうか格差無く一律給付金要請をお願いし
ます

＜追記＞
たびたびおじゃまします。
さきほど送信しましたが、（引用されることはないでしょうけれど）匿名・ＨＮで
お願いします。
記載できなかったことを少し追記しますと、現在の政策において「平等性」は
保たれているのかについても、気になっております。
家賃保証などがあるようですが、借地であるが建物は自己所有の場合もあります
し、ローンで土地も建物も自己所有の場合もあるでしょう。借地料やローンに
対する対策が実施されているのかどうか報道されないのでわかりませんが、気に
なっています。
他にも、１日６万円の件も、平等性においてどうなのか、気になります（記載済）。
当事者でもないのに長々と失礼しました。
外国人の入国

参考にすべき著作や文献等

以上
首相官邸には何度もメールしていますが、即刻鎖国してください。
技能実習生など入国させている場合ではありません。緊急事態宣言
を発出し、飲食業を苦しめておいて、外国人をジャンジャン入れる
なんて、やることが逆です。〇〇省の抵抗でなかなか出来ないなん
て 生ぬるいこと言ってないで 総理の判断で外国人の入国を止め
るべき!!と言ってください。

2 ページ

未入力（176件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 14:30:48 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

成田空港勤務者です。
御党以外の野党は、ことある毎に政府のあら探し、批判ばかりで、
航空便が激減の中、緊急事態宣言で更に厳しい状況が予想されます。
多くの国民が呆れています。
客数は大幅に減ってはいるものの、外国人の入国は未だあります。
是非、与野党協力しコロナ対策をしっかり行って下さい。
感染リスクが高い空港では、対策を講じていますが、日々不安を抱えて業務を行っています。
テレワークが出来ない業種なので、日数を減らした勤務ですが、それでも不安は拭えません。
ビジネストラックの一時停止は、感染拡大を止める一つの手段だと考えます。
また、空港関連企業は大きなダメージを受けています。
入出国規制、今後もぜひ政府への訴えをお続け下さい。
今回の自粛要請では、事業者への支援はされますが、個人への支援は無いです。
給付金が感染抑制にどれだけの効果があるかは分かりませんが、あるとないとでは全く違うと
思いますので、引き続き議論をお願いしたいです。
宜しくお願い致します。

1/8/2021 14:32:13 60代

男性

会社役員

何故、コロナ病床を増やせないのか？
全体の3%程しかコロナに割いてないのが一番の問題ではないでしょうか？
海外と違って民間の病院が多いことは理解しております。しかし、そこに頼るしかないのです
から、その病院に利益が出るように予備費を使う策を講じて、緊急事態をやめるべきです。飲
食店だけ補償しても仕方ないです。
経済を止める方が人命を含めて遥かに被害が大きい。
世界で一番病床のある日本が世界の100分1コロナ患者で、どうして医療崩壊なのか甚だ疑問
ですし、医師会の対応にも腹が立ちます。医師としての矜持はないのかと思います。

1/8/2021 14:35:56 40代

男性

会社員

生活困窮者に救わないと

1/8/2021 16:41:55 20代

女性

1/8/2021 17:02:14 60代

女性

1/8/2021 17:24:53 20代

先日報道でで生活困窮者の現状を訴えていました菅総理は国民の命
と暮らしを守ると訴えていましたが現実は守れていません安倍前総
理時代生活困窮者に三十万円支給安を復活させ又持続的な支援が必
要でないです生活困窮者を助けてください

同居人以外との会食が感染の原因とわかっているなら飲食店の時短ではなく店内私語禁止や2
人以上の入店禁止にすればと思います。また中国等の入国禁止を速やかにやるべきだと思いま
す
会社員

若い人の感染者増大が異常

寒くなると感染者が増えるとは言われていましたが夏すぎから若い
人が多いです。
飲食店のスタッフや若い人はペラペラのウレタンマスクをしていま
す。不織布よりはるかに感染率は多いと思います。今はオシャレで
するマスクではないです。
今一度、マスクに注目して再精査が必要ではないでしょうか。飲食
店ばかりに気を取られているようですが、マスク忘れてませんか。
不織布にすればもう少し減ると感じます。

男性

指定感染症の見直しをお願いします。

コロナはインフルエンザよりも弱毒性で、感染者の9割は無症状か軽
症です。それに、死者もインフルエンザよりも少ないです。なので
コロナを指定感染症から外して、インフルエンザと同じ扱いにして
ください。ワクチン接種を開始する頃にコロナの指定感染症解除を
お願いします。コロナの不安を煽るのはやめてください。

1/8/2021 17:32:54 20代

男性

コロナの指定感染症解除

コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。死亡率もワクチンがあ
るインフルエンザよりも低いです。コロナを指定感染症から外して
ください。

1/8/2021 18:25:55 30代

男性

今こそ政治家は政党助成金及び国会議員歳費を全額返還し、新型ウイルス対策に充てて下さ
い。

昨日のニュースで御党所属の国会議員にひとり当たり１０００万円
の巨費が分配されたと聞きました。原資は政党助成金だそうです
が、この新型ウイルス禍でこれだけ国民が苦しんでいるのに、一体
何をしているのでしょうか。これでは無能の自公両党と似たり寄っ
たりではありませんか。今後、もう御党には何の期待も致しませ
ん。政治家よ、これ以上国民を馬鹿にするな。

会社員

3 ページ

未入力（176件）
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1/8/2021 18:48:28 10代

男性

学生

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

この回答は応援メッセージです。趣旨にそわないので飛ばしても構いません。

私は与党では民主党、野党では国民民主党を応援しています。私は
与野党のあるべき姿は、与党は国民を思い政策を考え野党はその問
題点を指摘し、改善点を述べて別の政策を明確に示すことでより良
い国を作って行く姿だと考えています。揚げ足を取るばかりでは前
進はしません。国民民主党の積極的な姿勢に希望を感じています。
自民党を脅かすぐらい支持率を獲得し、政府の目を覚まさせてくだ
さい！これからも絶対にめげずに頑張ってください。このコロナで
存在感を示してください。国民への認知度がより上がり、意識の改
善をしてくれる事を願っています。最後に一言、玉木代表へ。
Youtubeの利用は非常に上手いと思います、コロナにお気をつけて...

1/8/2021 18:57:28 20代

男性

新型コロナウイルスの指定感染症解除

1/8/2021 19:03:05 40代

男性

今日の夕方、乗降客の多い埼玉県内の駅ビルの中に入っている幾つかの飲食店の様子を見て来
ましたが、これは大変なことになるのではと感じるほど利用客が居ませんでした。「飲食店、
午後８時以降」という単語が繰り返し報道されるため、結果、午後８時前の利用も避けるよう
になってしまったのではないでしょうか。
気をつければ午後８時前の利用は問題ないのか、ならば午後８時以降も問題ないのでは？、日
中カフェで声を出して話し合っている人達もいるのに、それは問題ないのか？ 科学的に本当
に飲食店がクラスターの発生源になっているのなら、全面営業中止を要請すべきだと思います
が、なんとなく根拠なくイメージで「午後８時」と言っているなら大問題だと思います。実
際、クラスターの発生源は「家庭内」などが多いのに、もうこれ以上何か１つ「Go to トラベ
ル」や「飲食店」を悪者扱いするのは止めないとこの国は大変なことになります。国民民主党
には、政府や不安を根拠なく煽るマスメディアにはきちんと意見して貰いたいです。

1/8/2021 19:41:18 40代

男性

私は1970年代の生まれで、学生時代にバブルがはじけました。その後、難病を患い、アルバ
イトをした後、正社員となった会社は狂牛病の影響で解雇になりました。その後、派遣社員に
なりましたが、リーマンショックで契約終了となりました。今は、1級障害者で人工透析を受
けながら移植出来るドナーが現れるを待っています。
私が派遣社員をしていたとき、周りには大変な人生を生きている人がたくさんいました。契約
終了を一緒に告げられた女性が俯いて泣いていた姿は忘れられません。派遣先の社員から酷い
扱いをされ、実家へ帰った人もいます。
何が言いたいかといいますと、今、コロナで解雇になっている人達、されそうな人達の中に
は、バブル崩壊やリーマンショックで解雇になった経験をもつ人も少なからずいるのではとい
うことです。やっと正社員になったというひともいるでしょう。その人達がまたコロナで解雇
ということになれば、どんなに心が強い人でも死にたくなると思います。政治家の方々には、
コロナで解雇される人達の、それまでの人生も想像して貰いたいのです。私の世代の子供達は
これから大学へ進学する人も多いはずです。本当にここで経済の悪化を止めないと、氷河期世
代の子供達も氷河期世代になってしまいます。

参考にすべき著作や文献等

新型コロナウイルスの指定
感染症扱いは過剰だと思い
ます。コロナはインフルエ
ンザよりも弱毒性で、感染
者の9割が無症状か軽症か
風邪以下の症状です。これ
を指定感染症のままにして
おくと、医療崩壊が起こり
やすくなったりします。な
のでコロナを指定感染症か
ら外してインフルエンザと
同じ扱いにしてください。
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1/8/2021 19:45:10 40代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策
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中国人のビジネス入国規制撤回について

大塚耕平議員へ

参考にすべき著作や文献等

政府はビジネス目的の外国人の入国制限の検討をしただけで終わり
ました。
国民の命を守らず、中国のコロナ対策を信じ、中国人ビジネスマ
ン？を国内に入れ続けているそうです。
是非、菅総理の責任追求をお願いします。
無用な中国人差別に繋がらない為にも、ここは一度入国を制限し、
特段の事情での入国もあわせて制限をし、国内のコロナ対策をして
いただくのが、日本の為であると思います。
玉木雄一郎党首、大塚耕平議員を応援してます。
是非日本をよくして下さい。
1/8/2021 20:00:54 20代

男性

1/8/2021 20:09:55 40代

女性

1/8/2021 20:11:11 40代

女性

指定感染症解除

2021年前半はコロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ
扱いにしてください。コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。

会社員

総理不審

菅総理の対策?飲食業の時短テレワークの7割引これが日本国の総理
の対策これをするのに何を国がするのですか飲食業の時短をするか
しないかは経営者判断テレワーク７割引も企業任せて政治政策では
ない緊急事態宣言が遅すぎているのに政策でなく国民任せてなのに
支援金が足りなすぎる一年近く見てきてこんなことしかできないと
国会議員で日本国の総理で良いのですか期間も事前に専門家が１ヶ
月ではコロナ終息は至難な技とまで言っているのに１ヶ月で良いの
ですか総理は何かと言うと専門家の意見を聞くと言っていますが総
理に都合の良い専門家の意見だけを専門家が言ったからと専門家に
責任を押し付けていまています総理は最高責任者です責任者は部下
のミスの責任を取るのが上司です責任取れない最高責任者はいらな
い

会社員

総理不審

菅総理の対策?飲食業の時短テレワークの7割引これが日本国の総理
の対策これをするのに何を国がするのですか飲食業の時短をするか
しないかは経営者判断テレワーク７割引も企業任せて政治政策では
ない緊急事態宣言が遅すぎているのに政策でなく国民任せてなのに
支援金が足りなすぎる一年近く見てきてこんなことしかできないと
国会議員で日本国の総理で良いのですか期間も事前に専門家が１ヶ
月ではコロナ終息は至難な技とまで言っているのに１ヶ月で良いの
ですか総理は何かと言うと専門家の意見を聞くと言っていますが総
理に都合の良い専門家の意見だけを専門家が言ったからと専門家に
責任を押し付けていまています総理は最高責任者です責任者は部下
のミスの責任を取るのが上司です責任取れない最高責任者はいらな
い

5 ページ

未入力（176件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

年代

性別

ご職業

1/8/2021 20:12:24 30代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

■お店などの企業支援
飲食店も含めた多くの企業が１件でも倒産、廃業、休業すればその企業に携わっていた従業員
の方々が失業します。その企業の従業員が給与をもらい消費していた消費行動が失われます。
その企業へ業務用の商品を提供していた中小企業、大企業も売り上げが下がるなど影響が大き
いです。その企業が支払っていた税金も失われ自治体などの税収も下がります。すべてを助け
ることは不可能であっても可能な限り企業を潰さない支援を求めます。現在の持続化給付金、
家賃支援、雇用調整助成金の継続。持続化給付金は上限を撤廃。財源不足とメディアでは報じ
られていますが、すべて新規国債発行で財源不足を解消。

はっきり申し上げると、政治については「国民民主党（党動画、玉
木チャンネル）」「れいわ新選組」「NHKから自国民を守る党（立
花孝志党首、上杉隆、浜田議員）」の３つの政党だけ動画配信を視
聴しております。この3党だけ確認していれば必要な情報は取得でき
ます。国民民主党のサポーターになることは非常に難しいですが、
これからも応援しております。

参考にすべき著作や文献等

中小企業の多くが倒産、廃業、休業すれば絶対に大手企業も引っ張られます。現にキリンビー
ルなども業務用酒類の売り上げが大幅に下がっております。
■失業者支援
失業保険、雇用保険の給付期間を特例で伸ばしたり、増額したりして可能な限り支援する。
■全自治体への支援
コロナを災害指定する。雇用保険の特例を使う。
これはちょっと乱暴な提案になりますが、「すべての都道府県の地方債」を「日本銀行」に買
うことをさせることを提案。アメリカがやっているようなFRBによる州の地方債を買わせるこ
と。
■追加の給付金
追加の給付金を複数回行う。持続化給付金を不正に受給する人がいますが、不正受給するとい
うことは世の中にお金が全く回っていないことを意味します。追加給付金を行い可能な限り世
の中へお金を供給しないと消費も治安も良くならないと思います。

1/8/2021 21:11:45 20代

男性

■消費税減税
消費税を最低でも５％、最高は０％を行い国が新規国債を発行して自治体へ補填する。少なく
指定感染症の解除
コロナの指定感染症やめてくれません？こっちは今年も去年と同じ
ような生活したくないんですけど

1/8/2021 21:12:39 20代

男性

指定感染症解除

コロナの指定感染症やめてくれません？こっちは今年も去年と同じ
ような生活したくないんですけど

1/8/2021 21:56:43 50代

男性

政府の根拠なき無責任なコロナ対策によって全国民が迷惑し、苦しめられている

国民民主党
拝啓
す。

玉木代表、及び議員の皆様

新春の候、皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げま

はじめに、このような意見募集の機会を賜り、感謝申し上げま
す。以下、私見を述べさせていただきます。また、推敲はしました
が、誤字・脱字の可能性がありますこと、予めご容赦くださいま
せ。
先ず、国民主権の民主主義においては、何よりも正しい情報の提
供が必要です。
そして国民一人ひとりが正しい情報に基づいて判断し、それを国会
議員に訴え、国会において議論され、正しい判断がなされるのが代
議制民主主義のはずです。
しかるに、政府が正しい情報・統計数字を国民に提示していませ
ん。また正しく情報を収集・分析されているとも思えません（例え
ば、感染者数は提供されるものの、元となる調査母数、調査母数に
対する感染者数の割合の推移、調査方法そのものが統計学に基づく
ものか否か、などが提供されないため、危険か否か、危険の程度な
ど判断しようがありません）。
疫学・統計学に詳しい専門家（例えば高橋洋一氏）が必要十分だ
と言えるような情報を収集・分析し国民に提供すること、それをイ
デオロギーや既得権益・利権の色眼鏡を通さずにわかりやすく解説
することが最低条件だと考えます。
正しい情報を提供せず、適切な説明もなされずに国民に対して自
粛を強要する、非常事態宣言を発動することで国民を苦しめること
は、国民主権の代議制民主主義を自ら裏切っていると言わざるを得
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1/8/2021 22:21:10 30代

男性

taka6011lawequity@sa
mba.ocn.ne
.jp

1/8/2021 22:56:42 20代

男性

【解決策ではないですが、提案です】
指定感染症の見直しをお願いします。

指定感染症の延長するなら、コロナをインフルエンザと同じ扱いの5
類感染症にしてください。

1/8/2021 23:00:10 20代

男性

指定感染症の見直しをお願いします。

指定感染症の延長するなら、コロナをインフルエンザと同じ扱いの5
類感染症にしてください。

1/8/2021 23:01:54 20代

男性

指定感染症の見直しか解除

コロナの指定感染症延長するなら、2020年前半にコロナを指定感染
症から外してください。オリンピックを実施したいのであれば、お
願いします。

1/8/2021 23:04:02 20代

男性

指定感染症の見直しをお願いします。

コロナの指定感染症延長するなら、2021年前半にコロナを指定感染
症から外してください。オリンピックを実施したいのであれば、お
願いします。

1/8/2021 23:04:52 20代

男性

指定感染症の延長はやめてください。

コロナの指定感染症延長するとしても2021年前半までか、ワクチン
接種を開始する頃までにしてくださいお願いします。

1/8/2021 23:05:56 20代

男性

コロナの指定感染症見直し

コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。死亡率もインフルエン
ザよりも低いです。なので2021年前半にコロナを指定感染症から外
してください。お願いします。

1/8/2021 23:06:21 40代

男性

感染症の基本のキの検査と隔離がいまだに行われていない事。利権がらみの厚生労働省を外し
て、コロナを抑え込んでる国を見習って検査と隔離を徹底すれば一番ローコストで解決できる
と思います。厚生労働省が今回のガンですね。

1/8/2021 23:09:03 20代

男性

1/8/2021 23:19:31 20代

男性

旅行業

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

【課題について】
●症状のある人がすぐに検査を受けることができる体制、いまだ不十分です。石川県では、検
査を希望した金沢大学准教授の男性が検査拒否されて自宅で死亡しました（https://www.tokyonp.co.jp/article/72660）。児玉龍彦先生の仰る通り、一日２０万件まで検査を拡充し、症状の
ある人間の検査、エピセンター潰しを徹底すべきだと思いました。
●アビガン剤やイベルメクチンの承認まだでしょうか。初期症状のある人や無症状者に対し、
速やかな投与を実施し重症化を防ぐことができれば、医療従事者の負担は緩和されると思いま
すし、開発者の白木公康先生は『症状が出てから３日～５日以内にアビガン剤を投与し、重症
化と後遺症を防ぐことができれば理想である』旨の提案を論文にまとめておられます
（https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15763）。
自宅療養の場合、かかりつけ医の判断で「検査の必要性」のみならず、「アビガン剤の処
方」も判断できるようにしていただけたら、国民も医療従事者もお互い不安や負担が軽減され
るのではないでしょうか（医学は素人なのであくまで一般人の意見です）。
なお、児玉龍彦先生は、金子教授との対談動画において、「このウイルスの恐ろしいところ
は、何ら症状のない人が１６日目あたりで突然免疫暴走を引き起こして一気に重篤化して死亡
してしまう点」という主旨の発言をされておりまして、何ら抗ウイルス薬の処方もしない自宅
療養は極めて危険だと思いました。一人暮らしの場合、突然の重篤化に対応できず、意識を
失ったらそこで自宅死がほぼ確定してしまいます
（https://www.youtube.com/watch?v=if7MQJPjUv0&t=1493s）。
●感染症対策していると宣伝する店も、実際は、「手の消毒、マスクの着用呼びかけしかして
ない」というところが多く、店員の手の消毒も液体をちょっと手に塗ってチャチャっと済ませ
るなど不十分な光景をあらゆるところで見ました。さらに、ソーシャルディスタンスも１Ｍし
か開けてないだろ思える店も多く、換気している店もほとんど見たこと無い。これは飲食店だ
けではなく、実際、昨年、とある国家試験を受験した時も間隔開けが不十分で換気も一部の出
入り口を開ける程度でした。日本全体で、「ソーシャルディスタンス」や「換気」の必要性に
つき、周知徹底されていないのではないでしょうか。

【課題】
給付金は必ず行ってほしい。
緊急事態宣言の中で経済活動をするのはコロナ感染者数の食い止めは不可能
【解決策】
緊急事態宣言を出しているなら、普段通りの経済活動は止めて、経済が回らない分のお金や給
料は政府がきちんと援助してほしい。つまり、メリハリをつけてほしい。緊急事態宣言なら経
済活動を止めて、直ぐに応急措置、解除されたらコロナ対策を土台とした経済活動を行う。
指定感染症延長やめてください。

コロナの指定感染症扱いを延長するとしても、途中までにしてくだ
さい。オリンピックまでに解除してくださいお願いします
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1/8/2021 23:24:04 10代

男性

学生

あなたが感じている課題や解決策
現在飲食業界や観光業界は衰退していっています。そして多くのお店でコロナ対策のためアク
リル板の設置、野外飲食できるスペースの確保及びそれに伴う暖房器具の設置、換気設備の充
実化などは自己負担となっています。そのためただ持続化給付金などお金を直接渡すのではな
く、コロナ対策をしっかりしたお店に負担した分のお金を補償、又は無料でアクリル板や消毒
液の提供をするべきではないかと思っています。(アクリル板や消毒液は対した額ではないと
思いますがそのような小さな努力が必要だと思っています)又現在時短要請に応じなかったお
店に対して店名公開などの罰則を設けるとなっていますが、それでは意味がないと思っていま
す。昨年の緊急事態宣言発令時にパチンコ店などの一部の店が店名公開されましたが逆に人が
集まってしまう結果になった場合もありました。ヨーロッパのような強い指示のもとロックダ
ウンをするのが正しいとは言えませんが、罰則を設けるのなら罰金などのしっかりした罰則
を。そしてムチに対してのアメ(補償)の提供もただただお金を渡して終わりではなく、しっか
りとそのお金でその店舗がコロナ対策を努力できるような制度を作ってほしいです。

自由記載欄（任意）

1/8/2021 23:32:05 10代

男性

学生

コロナ指定感染症から外すか5類引き下げを求めます。なぜなら、交通事故や癌、虚血性心疾
患、窒息事故より死亡率が低く、インフルエンザより弱毒であることす。

1/9/2021 0:12:15 10代

男性

学生

・緊急事態宣言の解除条件を設定した科学的根拠を示すべき。またはそれをしっかり国民に示
現在日本において経済か人命かなどといった極端な二択をもって
す。
政府は人命を軽視しているなどの言説や「全国民にPCR検査をし
→例えばなぜ「直近1週間の10万人あたり新規感染者数が25人で解除するのか」
ろ」などと言ったエビデンスのまったくない言説も流布しているよ
うに思います。さらに残念なことに「安全より安心」を口実に非合
・メディア、主にテレビにおいてPCR万能論などの無責任な発言が多々ある。
理的な主張をされている方もいます。私も政府の対応が完璧だとは
→政府の広報力の弱さが原因であるのでちゃんと科学的に説明し、宣伝する。
思いませんが、批判、提言をするにしても根拠をはっきりと示して
もらいたいと感じます。
・政府の助成金制度が理解されていない
そのような現状な中で筋の通った正論が認められるような社会、
→制度をある程度統合する。
個別の政策でもって政党の良し悪しを判断できるような社会ができ
→宣伝をちゃんとやる
ればどんなによいかと日々感じています。そのためにも自民でも立
→メディアに協力させる。公共性があるので。
憲でもない国民民主党にその役割を果たしてもらいたいのです。現
根本的な解決として
在国民民主の支持率は12月15日のNHKの世論調査で0.6％ですが、自
→特定の団体にお金を配るのではなく国民全体に配る。こうすることで団体献金などの結びつ 民党の支持層に国民民主は受けると思います。なぜなら、彼らの多
き、利権にとらわれなくなる。また、消費喚起にもなるので全体的な効果が見込まれる。
くは消極的支持であり、「自民党は好きではないが、野党はもっと
いやだ」と思っている人が多いからです。彼らに対して他の野党と
は違うということを具体的、現実的な政策（公約）で示すことや宣
伝をしていくことが大切ではないかと思います。
日本の政治がまともになる（自民党に活を入れるなど）こと望み
ます。応援しています。頑張ってください。

1/9/2021 0:20:24 30代

男性

taka6011lawequity@sa
mba.ocn.ne
.jp

昨日、意見を投函したのですが、抜けている動画がございました。
児玉先生の緊急提言の動画です。
ここで児玉先生が述べられている対策は大事だと思いましたし、児玉先生のウイルスに関する
解説は非常に重要なものを含んでいると個人的に思ったので、追加させてください。

参考にすべき著作や文献等

https://www.youtube.com/w
atch?v=hVtn7Br-PWw

https://www.youtube.com/watch?v=hVtn7Br-PWw
『コロナオーバーシュートに立ち向かう！ 児玉龍彦×金子勝【新型コロナと闘う その先の世界
へ】20210107』

1/9/2021 6:22:47 20代

男性

指定感染症の見直し

コロナの指定感染症期間を延長するとしても、途中までにしてくだ
さい。2021年前半までにしてください。

1/9/2021 6:34:00 20代

男性

指定感染症の延長

コロナの指定感染症延長はやめてください。お願いします。
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1/9/2021 6:39:02 20代

男性

指定感染症の見直し

もしコロナの指定感染症期間を延長するのであれば、2類相当から5
類相当にしてください。
僕の父親も、「コロナはインフルエンザ並み、ワクチンよりもコロ
ナにかかる方がまし」って言っているくらいです。しかも、僕の友
達も、「コロナの感染者数のニュースを見るの嫌になってきた」
「コロナコロナうるさい」と言っている人もいるくらいです。ま
た、コロナ陽性第一号になってしまった人は、差別の対象になって
しまいます。これはコロナを指定感染症から外すか指定感染症の見
直しをする必要があります。早めのコロナの指定感染症見直しをお
願いします。コロナの恐怖を煽るのはやめてください。コロナはイ
ンフルエンザよりも弱毒性です。
コロナの指定感染症見直しをするとしたら、2021年前半にしてくだ
さい。2類から5類への見直しをお願いします。

1/9/2021 9:13:38 20代

男性

指定感染症の見直しをお願いします。

もしコロナの指定感染症期間を延長するのであれば、2類相当から5
類相当にしてください。
僕の父親も、「コロナはインフルエンザ並み、ワクチンよりもコロ
ナにかかる方がまし」って言っているくらいです。しかも、僕の友
達も、「コロナの感染者数のニュースを見るの嫌になってきた」
「コロナコロナうるさい」と言っている人もいるくらいです。ま
た、コロナ陽性第一号になってしまった人は、差別の対象になって
しまいます。これはコロナを指定感染症から外すか指定感染症の見
直しをする必要があります。早めのコロナの指定感染症見直しをお
願いします。コロナの恐怖を煽るのはやめてください。コロナはイ
ンフルエンザよりも弱毒性です。
コロナの指定感染症見直しをするとしたら、2021年前半にしてくだ
さい。2類から5類への見直しをお願いします。

1/9/2021 9:43:23 20代

男性

指定感染症解除

コロナの指定感染症延長するとしても2021年の途中までにしてくだ
さい。オリンピック前にコロナの指定感染症解除と2類から5類への
変更をお願いします。

1/9/2021 9:44:49 20代

男性

コロナの指定感染症解除

コロナを指定感染症から解除したら、何もかも解決し、前のような
生活を送ることができます。指定感染症から外れるようお願いしま
す。

1/9/2021 9:45:51 20代
1/9/2021 9:54:46 20代
1/9/2021 9:57:38 20代

男性
男性
男性

指定感染症の延長やめてください。
コロナの指定感染症見直し
指定感染症見直し

コロナを指定感染症から解除してくださいお願いします。
コロナを指定感染症2類相当から5類に見直してください。
コロナの指定感染症扱いを、2類相当から5類に見直してください。
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1/9/2021 10:10:59 50代

男性

会社員

あなたが当事者として感じてい
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あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

参考にすべき著作や文献等

【大前提】
・ウィルスの絶滅は不可能（コロナと共存の道を目指す）
・人間は必ず死ぬ。死因に新型コロナが増えただけと割り切る
・日本人は民度・習慣・衛生概念／環境が他国と比べて比較にならないくらい高い
※日本人はできる子
・変異したウィルスで感染力が高い⇒弱毒化と同じ
※PCR検査陽性者数を軽視し、軽症者・重症者・死亡者の数を重視する

【全政治家へ】
・全国民が満足する対策は不可能と思う事（一定数の批判は覚悟す
る）
・教育勅語を読み返す
・政治生命をかける
・国民の手本となる行動をする（歴代の天皇を見習う事）
・事実を国民に全て情報開示する（隠ぺいしない）
・マスコミに偏った報道をさせない

【YouTube】
・DHCテレビ：虎ノ門
ニュース、ニュース女子
・緩和ケアちゃんねる・か
んわいんちょー・Dr
Palliative care JP

【緊急事態宣言】
・期間：～2月末迄（寒い時期のみ）
・日本国籍以外入国禁止（感染症対策の基本中の基本で、真っ先に実施する事）
※春節時は絶対に「中国、韓国からの入国を禁ずる」（この時期は日本人を含む）
・シルバーロックダウン（60歳以上に緊急事態宣言）
・60歳未満は今まで通り、「マスク、手洗い、うがい」を徹底して経済を回す
・在宅勤務、時差出勤、TV会議を推進
・飲食店は12:00閉店。お客は１.5時間で店を出る。（破ったら罰金でもよい）
【経済対策】
・緊急事態宣言中、60歳未満はGoToキャンペーン対象
・緊急事態宣言解除後にシルバーGoToキャンペーン開始（～GW迄）
60歳未満はシルバーGoToキャンペーン対象外
・各種公共料金（電気、ガス、水道、NHK）無償（期間限定でよい）
・各種税金無償（期間限定でよい）
・消費税0%（期間限定でよい）
・家賃モラトリアム（期間限定でよい）

1/9/2021 11:26:56 20代

男性

【医療崩壊抑止】
・指定感染症を外して5類相当とする。
指定感染症の延長やめてください。

1/9/2021 11:29:25 20代

男性

新型インフルエンザ等感染症に含めないでください

コロナの指定感染症扱いがおわってもコロナを新型インフルエンザ
等感染症に含めないでください。お願いします。

1/9/2021 11:32:04 20代

男性

指定感染症の見直しをお願いします。

コロナを指定感染症のままにするなら、2類から5類相当に変更して
ください。

1/9/2021 11:33:57 20代
1/9/2021 11:35:54 20代
1/9/2021 11:57:57 20代

男性
男性
男性

指定感染症
指定感染症見直し
指定感染症の見直し

2021年前半はコロナの指定感染症見直しをお願いします。
コロナを5類感染症にしてください。
オリンピックを実施したいのであれば、コロナの指定感染症扱いを
見直してください。2類から5類に見直してください。

1/9/2021 12:02:45 20代

男性

指定感染症の見直し

コロナなどの感染症やウイルスを根絶させるのは不可能です。今後
はコロナと共存していくしかありません。なのでコロナを指定感染
症2類から5類に見直してください。

1/9/2021 12:10:35 20代

男性

指定感染症の見直しをお願いします。

コロナなどの感染症やウイルスを根絶させるのは不可能です。今後
はコロナと共存していくしかありません。なのでコロナを指定感染
症2類から5類に見直してください。

1/9/2021 12:45:01 20代

男性

指定感染症の見直しをお願いします。

コロナはインフルエンザよりも弱毒性なんだよ！！指定感染症から
外せ！

1/9/2021 12:49:09 20代
1/9/2021 13:37:03 20代

男性
男性

コロナの指定感染症扱いを延長するとしても2021年の途中までにしてください。
コロナを指定感染症から解除してください

コロナの指定感染症扱いを延長するなら、2021年前半にコロナを指
定感染症から外すか、2類相当から5類相当に見直してください。
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https://twitter.com/v7Mrfvzk
878v3I9/status/134772675
8653566976?s=19

コロナの指定感染症解除をお願いします。
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1/9/2021 16:36:19 30代

女性

自営業

あなたが感じている課題や解決策
エステサロンを営んでおります。今回、緊急事態宣言は飲食のみの補償で、我々理美容及び美
容業界は人間に触れる業務にも関わらず、何の補償も無く困り果てております。政府は我々に
死んで下さいと言ってるも同じことです。一国の首相ともなればリモートでヘアカットやエス
テやマッサージが受けれるのでしょうか？リモートで施術なんて不可能です。当店の場合はメ
ニューにフェイシャルもありますが、フェイシャルに至ってはお客様にマスクをつけたまま施
せというのでしょうか？このご時世、わざわざ感染のリスクを負ってマスク外してエステを受
けに来る人がどのくらいいるでしょうか？
美容業界の補償、持続化補助金の複数回給付、家賃支援補助金の大家通達等非常に面倒な仕組
みの撤廃及び期限延長を強く求めます。
テレビをつけてこの国のトップの顔を見ると頭が痛くなるのでテレビをつけたくもありませ
ん。
もう自民党には二度と投票しません。
玉木先生、応援してます！貴方しか今いません！国民の命がかかっています。今も電車です
が、また人身事故です。
私達国民は、飲食業の方以外皆同じ気持ちです。ふらっと死にたくなるくらいあまりにも先が
見えず苦しいです。国に絶望してます。
玉木先生、宜しくお願いします！

自由記載欄（任意）

1/9/2021 18:26:38 40代

女性

パート

子育て世代への支援

1/9/2021 19:26:42 50代

男性

1/9/2021 19:38:38 30代

男性

1/9/2021 22:39:40 20代
1/9/2021 22:41:55 20代

前回の緊急事態宣言の時、学校関連の同じ職場で働く人が、職場も
休業になったため、子供の世話のために仕事を休まなくてもいいの
に、その人たちの給料補償は全額で、他の人は６割程度だった。仕
事を休んでもいないのにおかしいと思った。
https://www.facebook.com/
100002448400114/posts/3
859177164173859/

このリンクを見て

会社員

参考にすべき著作や文献等

いつも玉木代表の玉木チャンネル動画配信ありがとうございます。
動画配信を見て勉強させて頂いております。ただ、ハッキリ申し上
げると他の政党の動画配信も視聴しております。特に「れいわ新選
組」「NHKから自国民を守る党」も視聴しております。
サポーターになるのは非常に難しいですが、これからも応援してお
ります。
よろしくお願い致します。

男性

１番目：明らかに消費を控えている傾向があります。仕事を失った方や給与が減っている方、
給与への影響が少ないが使うお金を控えている方へ毎月の追加給付金を求めます。またここに
消費税減税をプラスすれば必ず消費を促せると思います。
２番目：高校生までの子供さんがいる世代へ１人につき毎月給付金
３番目：医療従事者（医師、看護師、介護士、Dマット、消防士など）への一律の毎月危険手
当
４番目：出産費用について対象者が国民健康保険であっても社会保険と同じ手当てが受けられ
るようにする。可能な限り出産費用をかけさせないようにする。
５番目：持続化給付金の延長、上限撤廃
６番目：家賃支援の延長
７番目：空き家を活用した公的な住宅を増やし、仕事を失った方を住まわせる。仕事につくま
での間は可能な限り低廉な家賃。日本国内において可能な限り消費行動のとれる人々を増や
す。
８番目：玉木代表の終われていた日本版PPPの拡充。人件費、家賃などに充てた場合は返済を
免除する。ただ、解雇したり給与を減らしたりした場合、返済免除を撤回させる。
９番目：日本国内のコロナが落ち着くまでビジネスを含む全世界からの入国を制限する。
１０番目：現在、在籍中の大学生について授業料を国が一時的に免除を行い、退学しなくてす
む状態を担保する。大学生の多くが退学した又は退学を検討していると昨年からずっと言い続
けられてます。
１１番目：民間の医療機関がコロナ病床を作ってもらう場合、設備投資を全額肩代わりする。
また民間の医療機関への経営支援も上限を撤廃し、数億円でも行えるようにする。
１２番目：非正規労働者から正規労働者を増やした企業、正社員を多く雇っている企業への減
税。また、派遣社員のような感じで正社員を会計上の消費税控除の対象に加えて企業側が消費
税節税になるようにして頂きたい。
１３番目：2020年に新規国債を大量発行してもインフレ率も上がっていなければ、金利も上
がってないです。インフレ率２％以内と１０年物国債金利１％未満まではやって頂きたい。で
きれば玉木代表がおっしゃっていた１００年物国債を作ること。
１４番目：特にこれですが、税金を財源としてカウントするのはやめてほしい。税金はあくま
指定感染症の見直し

男性

指定感染症の見直し

コロナを指定感染症のままにするなら、2類相当から5類にしてくだ
さい。2021年前半の間にお願いします。
遅くても去年安倍総理が指定感染症を見直すと言った8月後半までに
はお願いします。早くてワクチン接種を開始する頃には指定感染症
見直して、5類相当にしてくださいお願いします。
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コロナを指定感染症のままにするなら、2類相当から5類にしてくだ
さい。
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1/9/2021 22:45:28 20代

男性

指定感染症の見直ししてください

コロナはインフルエンザ並みかインフルエンザ以下と言う情報もあ
ります。コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。死亡率もイン
フルエンザと同じくらいかインフルエンザよりも低いです。指定感
染症から外してください。医療従事者や保健所長たちも同じような
こと言っています。

参考にすべき著作や文献等

1/9/2021 22:49:43 20代

男性

コロナ騒動はコロナが指定感染症になっているせい

今世間がコロナ騒動で騒がれていたり、医療崩壊しているのは、コ https://twitter.com/65xWOg
ロナが指定感染症になっているせいです。インフルエンザの方が患 aPSst8MrO/status/134789
者数が多かったのに、インフルエンザのときは騒がれませんでし
7910592040967?s=19
た。なのでコロナを指定感染症から外すか指定感染症のままで2類相
当から5類相当に引き落としてください。

1/9/2021 22:51:35 20代

男性

指定感染症見直し

コロナはインフルエンザよりも弱毒性で、感染者数が少ないです。 https://twitter.com/yobu_dai
指定感染症から外してください。指定感染症のままでもいいので2類 /status/134787195273664
相当から5類相当にしてください。
1025?s=19

1/9/2021 22:53:19 20代

男性

指定感染症の見直し

コロナの指定感染症期間を1年延長するなら、指定感染症2類から5類
にしてください。

1/9/2021 22:55:34 20代

男性

指定感染症の延長はやめてください。

コロナの指定感染症延長はやめてください。延長するとしても、
2021年前半かワクチン接種を開始する頃に指定感染症から外すか、2
類相当から5類相当に変更をお願いします。

1/9/2021 22:56:26 20代

男性

コロナはインフルエンザよりも弱毒性

コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。指定感染症から外して
ください。

1/9/2021 22:57:28 20代
1/9/2021 23:00:51 20代

男性
男性

指定感染症見直して
指定感染症見直して

コロナの指定感染症扱いを見直してください。
コロナの指定感染症扱いを見直してください。指定感染症延長する
なら、せめて、2類相当にから5類相当にしてください。

1/9/2021 23:02:44 20代
1/9/2021 23:04:09 20代
1/10/2021 0:05:48 50代

男性
男性
男性

歯科医

指定感染症の見直しをお願いします。
コロナを2類相当から5類にしてください
コロナを指定感染症から外して
コロナを指定感染症から外すか指定感染症見直しをお願いします。
ユーチューバーさんに、こうしたら感染する例を配信してもらったらどうでしょうか？？飲食
店で、料理が来る前からマスクを外して喋っている人、飲食中も喋り、飲食後もマスクなく喋
り・・・感染が拡がるのは、当たり前です！！

1/10/2021 1:57:18 40代

男性

飲食店

【コロナ撲滅】
今、混乱の根元は、コロナです。
ならば、国民として、コロナを撲滅することに、１つになり全力で協力したい。
経済？

命が優先です！

総理１人を責めてもしょうがない。
政治家が１つになれないで、国が１つになれるわけがない。
与野党、党、派閥、関係なく、一緒に専門分野、得意分野に議員を配置。
役所は、与野党関係なく、情報を開示し、与野党一緒に仕事をする為。党対党でのめんどくさ
い議論ではなく、各担当でおもいっきり議論して実行してもらいたい。
その間、与野党区別なし。各党は解散。
その姿を、国民に見せれば、国民も全員、腹をくくって、共に頑張ろうと協力する。
国民にもっと協力させるように要請して欲しい。文句言ってる奴らは、協力側に付けると、意
外と何も言わず、従うと思うから。政治家も国民も。
一分の政治家や官僚から、勝手に決められて、不満がないやつは、まずいない。みんなで決め
たこと、任せた事なら納得する。

以下、コロナ撲滅施策
↓
全国民が家に引きこもる。
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1/10/2021 4:41:01 30代

男性

無職

速やかな憲法改正

緊急事態条項新設をすべき。コロナ禍で明らかになったテロを前提
とした体制の整備、医療体制の運用管理、生物兵器テロを想定した
感染症対策の整備、マイナンバーへの口座紐付けを前提とした速や
かな現金給付、特許技術等知的財産権も含めた海外流出を防ぐ仕組
み、軍事研究解禁による国産用品の研究開発等考えうる限りの非常
事態を想定した憲法や法律の改正、体制の整備を速やかにすべき

1/10/2021 4:50:59 30代

男性

無職

平時の予算からの積立及びその中の一部資金を運用

非常事態や災害対策用に毎年の通常予算からの基金の積立及びその
中の一部資金を株や国債、利回り商品等で運用し運用益も廻す。

1/10/2021 8:42:19 20代
1/10/2021 9:12:22 20代

男性
男性

指定感染症について
指定感染症2類を見直してください。

コロナを指定感染症2類から外してください。
コロナの指定感染症延長するなら、指定感染症2類相当から5類感染
症に見直してください。

1/10/2021 9:13:07 20代

男性

ワクチン接種について

コロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださいお願いします。

1/10/2021 9:14:38 20代

男性

指定感染症

コロナの指定感染症扱いを見直してください。ワクチン接種を開始
する頃にはお願いします。

1/10/2021 9:16:28 20代

男性

指定感染症扱いを見直してください。

2021年前半(遅くても6月ごろ)にコロナを指定感染症2類から5類に見
直すように検討してください。

1/10/2021 9:34:16 10代

男性

もうコロナ流行して1年、なぜ未知のウィルスとして扱うのか?不治の病じゃない。イメージで
対策するものじゃない。最も良い対策は指定感染症から外す或いは5類引き下げだ。
マスコミの偏向報道のせいで自粛警察が生まれてしまった。さてこれはどう責任取りますか?
逃げるのか?ちゃんと国民に謝罪するのか?謝罪するならさっさとしてくれ。神奈川県では濃厚
接触特定範囲を縮小したぞ。国もやらんか!

1/10/2021 10:02:20 40代

女性

1/10/2021 10:15:25 20代

参考にすべき著作や文献等

アメリカの非常用基金

①政策 政策の信頼度と宣言の有効性
②声なき弱者(特に虐待児)の救済

①コロナ対応すれば◯万円追加とかありますが、札束で医療者をち 大久保真紀著書 児童養護
らつかせるのはもう勘弁して欲しい。gotoも仕方ない政策だと思う 施設の子どもたち
けど(批判的ではない)感染が増加していけば徐々に枠を減らすとか近
隣県限定とかコントロールしたり、メッセージを送るとか緩めた分
最後まで責任もって欲しい。私は少しの金よりも国民を鼓舞させる
メッセージと本気度が欲しい。その上での犠牲なら仕方ないと思う
(もう政権交代が必要なほど自民党では厳しい)
②ソーシャルディスタンスの世間の中職を失う人が多数いて、その
中でも児童虐待、養育放棄が気になる。私は不妊治療して子供授か
らなかった。現在45才。里親検討している。日に日に成長しながら
傷ついている子供がいる。ここの分野は何があっても(ロックダウン
しようが)救済を緩めてはいけない後回しにしてはいけない！ここは
宜しくお願いします！

男性

指定感染症見直し

2021年前半(遅くても6月ごろ)にコロナを指定感染症2類から5類に見
直すように検討してください。

1/10/2021 10:16:28 20代

男性

指定感染症の見直し

コロナを指定感染症から外すか2類から5類に見直すように検討して
ください。

1/10/2021 10:18:03 20代

男性

指定感染症の見直し

安倍総理も言っていましたが、コロナの指定感染症見直しをお願い
します。

1/10/2021 10:19:22 20代
1/10/2021 10:20:35 20代

男性
男性

コロナを指定感染症から外してください。
指定感染症の見直し

1/10/2021 10:25:32 20代

男性

指定感染症の見直し

2021年前半(遅くても6月ごろ)にコロナを指定感染症2類から5類に見
直すように検討してください。

1/10/2021 10:37:41 40代

女性

玉木さん‼ 凄い！同意です。

日曜討論みました。
玉木さんの水際対策本当に医療者の心を救ってくれました。
声のあげ方を知らない私たちの代弁者でした。国民ファースト発言
でした。
どうぞどうぞよろしくお願いします。
あと玉木さん。給付金欲しがりの声が目につきます(懐疑的ですか？)
給付金と言うよりも大雪で困っている人達や困っている分野に人を
投入して多めの対価として分配への方向転換ってだめですか？給付
金ありきはあまりにも日本人の質が下がりやすくなると思います。
一度考慮してください

医療職

看護師

2021年前半(遅くても6月ごろ)にコロナを指定感染症2類から5類に見
直すように検討してください。
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1/10/2021 11:18:29 20代
1/10/2021 11:19:33 20代

男性
男性

指定感染症の見直し
指定感染症見直し

コロナを指定感染症2類から5類感染症に見直してください！！
コロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい。

1/10/2021 11:22:07 20代

男性

指定感染症の見直し

コロナの指定感染症扱いを延長するなら、2類感染症から5類感染症
に見直してください。

1/10/2021 11:26:22 20代

男性

コロナの指定感染症見直しをお願いします。

僕の親もワクチンよりもコロナにかかる方がましって言っていま
す。それくらいコロナの実態を分かっている人が多くなっていま
す。コロナを指定感染症2類から5類へ見直すよう検討お願いしま
す。

1/10/2021 11:28:53 20代

男性

指定感染症5類への見直し

僕の親もワクチンよりもコロナにかかる方がましって言っていま
す。それくらいコロナの実態を分かっている人が多くなっていま
す。コロナを指定感染症2類から5類へ見直すよう検討お願いしま
す。

1/10/2021 11:29:36 20代

男性

指定感染症見直し

遅くても2021年前半にコロナをインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい

1/10/2021 11:31:27 20代

男性

指定感染症見直し

遅くても2021年前半にコロナをインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい

1/10/2021 12:48:32 20代

男性

指定感染症の見直し

僕の友達やネットの声でも、「コロナコロナうるさい」と言う声が
多くあります。コロナを指定感染症からはずしたら、このように言
われなくなり、コロナで騒がれなくなります。コロナを指定感染症
からはずしてインフルエンザと同じ扱いにしてください。

1/10/2021 13:01:25 20代
1/10/2021 13:21:48 20代

男性
男性

指定感染症
指定感染症の見直し

コロナを指定感染症から見直してください。
コロナを指定感染症から見直すか、2類から5類に見直してくださ
い。

1/10/2021 13:52:59 20代

男性

指定感染症

コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。インフルエンザと同じ
扱いにしてください。

1/10/2021 13:54:13 20代

男性

指定感染症見直しをお願いします。

コロナはインフル以下で風邪の一種です。指定感染症2類から外して
ください。

1/10/2021 13:57:10 50代

男性

自営業

参考にすべき著作や文献等

https://ameblo.jp/noppooji/entry12648038188.html

２回目の緊急事態宣言が出されましたが、対象は飲食店だけとも言える内容になっています。
飲食店での感染は、会食の人数を４人以下に抑えた事によって頭打ちの状態であり、１２月の
忘年会自粛という事態で居酒屋等のダメージは測り知れないレベルに達しています。
菅総理の「コロナ感染拡大の原因は飲食店にある」という思い込みは、見当違いも甚だしいで
す。
飲食店は確かに感染はし易いですが、「感染経路不明」にはなりません。
それ以上、他の人に感染させ、知らない間に他に広がるケースは少ないのです。
感染がすぐ止るのであれば、収束に向かうはずです。
問題なのは、どこで飲食店を利用者した感染者が感染してきたのか？です。
それが「市中感染」であるのは明白です。
第二波の時は、感染経路不明は半分くらいで、その４倍の市中感染があったとすると、市中感
染率は８０％程度でした。
今は感染経路不明は６５％に上がり、市中感染率は９０％になっています。
実際にはＰＣＲ陽性者の（最低）３倍の感染者がいると思ってください。
クラスターを追って抑えられる段階は終りました。
感染を減らすには、市中感染の根源を突き止め、そこを対策するしかないのです。
私が満員電車の吊り革接触感染を疑うのは、圧倒的に接触回数が多い、接触面積が広い。
接触感染のリスクは分かっていても、消毒スプレーを持っていても、その場で消毒などの対応
が難しい。
これだけで嫌疑は十分です。
乗車率１００％の電車では、吊り革を握る客はほんの一部です。
２００％を越えると互いに密着して足の踏ん張りが効かないので、半分以上の吊り革が使われ
ます。
ただ立っているのがやっとの状況で、吊り革を掴む前に手を消毒するのは『無理』なのです。

1/10/2021 14:04:31 20代

男性

昨年末時点の詳細をブログに纏めました。
指定感染症の見直し

コロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい。
2009年新型インフルのときはすぐに指定感染症2類から5類に見直し
ました。
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1/10/2021 14:20:17 20代

男性

指定感染症

コロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい

1/10/2021 16:11:15 50代

女性

緊急事態宣言に関するパブリックコメントというので

参考にすべき著作や文献等

中国から持ち込まれたコロナウイルスのせいで昨年から一度も外食、旅行はしていません。
日本国民は我慢に我慢を重ねています。
なのに昨年もですが、発生国から人を入れているんですか？
もうすぐ春節です、ビジネスの仮面をかぶせて又中国から多数入国させるなんて許せません。
与野党ともに日本国民を舐めるのもいいかげんにしてください！
コロナウイルスをコントロールしている台湾を見習ってください。
ウイルスを撒き散らした中国に損害賠償を求めてください。
弱腰外交はまっぴら御免です！
1/10/2021 16:20:30 20代

男性

指定感染症について

コロナの指定感染症扱いを2類から5類へ見直してください。お願い
します。

1/10/2021 16:23:24 20代
1/10/2021 16:25:40 20代
1/10/2021 17:50:54 20代

男性
男性
男性

指定感染症見直し
指定感染症見直しをお願いします。
指定感染症見直しをお願いします。

指定感染症の延長するなら遅くても2021年夏までにお願いします。
指定感染症の延長するなら遅くても2021年夏までにお願いします。
もうそろそろコロナの正体が分かってきていると思いますので指定
感染症の2類から5類への見直しをお願いします。

1/10/2021 20:54:17 40代

男性

緊急事態宣言による飲食店への影響がクローズアップされますが、「go
to トラベル」を停止にした効果があったのか、曖昧にせず、はっきりさせて貰いたいです。
「go to トラベル」を悪者扱いし、旅行業界に打撃を与え、結果を精査することなく、次は
「緊急事態宣言」を政権批判に利用。宣言を出したら今度は「遅い」と批判。こんな時に与野
党の争いは止めて、国民の生活を本気で考えて貰いたいです。国民民主党には、この事態を政
争の具にせず、ただ国民の為に動いてもらいたいです。批判しているだけの野党やメディア、
ワイドショーのコメンテーターに国民はうんざりしています。衆院選に向けての野党連合云々
といったニュース記事もありますが、今、そんなこと考えている場合ではありません。本当に
国民の暮らしを考える党であって下さい。

1/10/2021 22:59:06 20代

男性

指定感染症の見直し

コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。指定感染症見直しをお
願いします。

1/11/2021 0:41:45 40代

女性

時短営業について

医療、介護、物流、交通、小売業と様々な生活インフラに携わる
人々にPCR検査を会社の健康診断などに無償で組み込んでほしいで
す。
ニューヨークでは美容室の方は2週間に1度は無償でPCR検査がある
そうです。

小売業

正直、交通も終電切り上げ、飲食業界は夜20時まで…街中がひっそ
りとします。
コンビニや24時間営業のスーパー(MAXバリューや、ドン・キホー
テ、スーパー玉出など)を24時間営業させる必要があるでしょうか？
もちろん雇用の問題もありますが、たかが1ヶ月、されど1ヶ月…
昭和の時代に戻ってもいいのではないのでしょうか？
24時間営業してるから、人は外に出るんです。
今、この寒さで電力問題もあります。
24時間ネオンギラギラ必要でしょうか？
小売業の時短営業、もしくは不特定多数の人と接する職業の方には
無償でPCR検査が受けれるよう仕組みを変えてほしいです。

1/11/2021 9:24:23 20代

男性

コロナにうんざりしました。指定感染症見直してください
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僕もコロナコロナうんざりしました。コロナを指定感染症2類感染症
から5類に見直してください。コロナはインフルエンザよりも弱毒性
で、感染者の9割は無症状か軽症か風邪以下の症状です。なので指定
感染症から5類にできる理由になっていると思います。お願いしま
す。
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1/11/2021 9:28:19 20代

男性

指定感染症見直しをお願いします。

僕もコロナコロナうんざりしました。コロナを指定感染症2類感染症
から5類に見直してください。コロナはインフルエンザよりも弱毒性
で、感染者の9割は無症状か軽症か風邪以下の症状です。なので指定
感染症から5類にできる理由になっていると思います。2021年前半に
はお願いします。

1/11/2021 9:31:49 20代

男性

コロナはウイルス性の風邪の一種です。

コロナはウイルス性の風邪の一種です。厚労相も認めています。指
定感染症から見直して5類感染症にしてください。遅くても夏にはお
願いします。

1/11/2021 9:35:04 20代

男性

5類でいいじゃねえか

コロナも、症状的に2類感染症ではなく5類感染症でいいと思いま
す。むしろ、5類よりも下の6類感染症って区分を新たに作るべきと
思います。

1/11/2021 9:38:47 20代

男性

指定感染症の見直しを実現してください

全国の保健所長や医者も安倍総理も言っていましたがコロナの指定
感染症見直しをお願いします。

1/11/2021 9:47:17 20代

男性

指定感染症見直し

感染者が一旦落ち着くであろう2021年春頃にコロナの指定感染症見
直しの検討に入った方がいいと思います。

1/11/2021 9:49:33 20代

男性

指定感染症見直し

感染者が一旦落ち着くであろう2021年春頃にコロナの指定感染症見
直しの検討に入った方がいいと思います。

1/11/2021 9:53:00 20代

男性

指定感染症

感染者が一旦落ち着くであろう2021年春頃にコロナの指定感染症見
直しの検討に入った方がいいと思います。

1/11/2021 10:07:12 70代

男性

なし

コロナ対策 感染者隔離 軽症者は客船 プレハブに
重篤者は専用病院
50代以上の高齢者に対してBCGワクチン接種（重症化を防ぐ）希望者に

1/11/2021 10:15:50 40代

男性

会社員

スーパーやコンビニのレジ。店員が手袋した手で現金を触り、ウイルスが着いてるリスクが高
い手袋で商品を触っている。政府がガイドラインを作って感染リスクを軽減すべき。

1/11/2021 11:13:39
1/11/2021 11:14:23
1/11/2021 11:40:03
1/11/2021 11:41:10

20代
20代
20代
20代

男性
男性
男性
男性

コロナを指定感染症から外して
指定感染症見直し
指定感染症見直し
指定感染症見直し

コロナを指定感染症2類から5類へ見直すようお願いします
2021年前半こそはコロナの指定感染症見直しを実現してください
コロナの指定感染症見直しを実現してください。
2021年前半にコロナの指定感染症の2類から5類への見直しできるよ
うに何とかしてください。

1/11/2021 11:41:37 20代

男性

指定感染症見直し

2021年前半にコロナの指定感染症の2類から5類への見直しできるよ
うに何とかしてください。

1/11/2021 11:45:20 20代

男性

指定感染症2類から5類へ

コロナを指定感染症2類から5類に変更して、インフルエンザと同じ
扱いにしてください。2021年前半にはお願いします

1/11/2021 13:33:37 20代

男性

指定感染症見直しを実現してください

コロナはインフルエンザ以下の弱毒性ウイルスです。2021年前半に
指定感染症見直して5類にしてください。

1/11/2021 16:28:12 20代
1/11/2021 16:30:49 20代

男性
男性

指定感染症2類から見直して
指定感染症見直し

コロナを指定感染症2類から5類に見直してください。
コロナはインフルエンザよりも弱毒性で、インフルエンザよりも死
者が少ないです。2021年前半には指定感染症2類から外してくださ
い。

1/11/2021 16:41:35 20代

男性

指定感染症見直し

インフルエンザは1週間に200万人越えたことがありますが、コロナ
は1週間で数千人なのになぜ騒ぐのですか？インフルエンザよりも大
したことないですよね？指定感染症2類から5類への見直しをお願い
します。

1/11/2021 16:49:50 20代

男性

指定感染症

コロナを指定感染症5類にしてください。コロナはインフルエンザよ
りも弱毒性で、感染者の9割は無症状か軽症か風邪以下です。

1/11/2021 16:53:59 20代

男性

指定感染症

コロナを指定感染症5類にしてください。コロナはインフルエンザよ
りも弱毒性で、感染者の9割は無症状か軽症か風邪以下です。

1/11/2021 16:56:11 20代

男性

指定感染症解除

2021年前半にコロナを指定感染症から外すか5類感染症にしてくださ
い。コロナは結核並みではありません、

1/11/2021 17:00:33 20代

男性

指定感染症解除

コロナはインフルエンザ並みです。指定感染症から外してくださ
い。

1/11/2021 17:06:07 20代

男性

指定感染症

コロナは大多数が軽症って分かってきています。指定感染症2類を延
長せずに5類へ見直すようお願いします。2021年前半には見直してく
ださい。

16 ページ

参考にすべき著作や文献等

未入力（176件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/11/2021 17:13:15 20代

男性

指定感染症解除

コロナは大多数が軽症って分かってきています。指定感染症2類を延
長せずに5類へ見直すようお願いします。2021年前半には見直してく
ださい。

1/11/2021 17:14:57 20代

男性

指定感染症

コロナを指定感染症から外してください。コロナはインフルエンザ
よりも弱毒性です。

1/11/2021 17:17:47 20代

男性

指定感染症解除

コロナを指定感染症から外してインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい。今後の質疑の参考にお願いします。

1/11/2021 17:18:32 20代

男性

指定感染症解除

コロナを指定感染症から外してください。コロナはインフルエンザ
よりも弱毒性です。お願いします。

1/11/2021 17:34:22 50代

女性

無職

参考にすべき著作や文献等

1．医療体制（自衛隊病院などによるコロナ専門病院の設立とその医療従事者の給与増額）
コロナ対応の医療機関のお医者さん、看護師さん、技師さん、その他スタッフの皆さんは絶え
ずコロナ感染の危機とも戦っておられます。また患者さんもその不安を感じながらの治療とな
ります。本来であれば専門病院を国の予算で設立維持管理をお願いしたいが、喫緊の問題なの
でコロナ＝災害ととらえ自衛隊のかたがたのご協力をお願いしたい。民間の医療従事者の派遣
も重ねてお願いしたい。
2. 治療方法（発熱のある自宅・施設隔離のコロナ患者へのインフルエンザ治療薬の処方）
医療や法律の観点から認められないのか、治療薬の十分な確保が不可能なのかを教えていただ
きたい。できる範囲で対処をお願いしたい。
3. 感染防止及び雇用対策（追跡者の補充）
追跡者の研修期間の短縮や研修期間中の給与などの法改正を行い、失業者に雇用の場を与えつ
つ、不十分な感染者追跡を補うことをお願いしたい。
4. 経済支援策（給付金と確定申告の是正）
確定申告の申請記入欄を月別にして業種別統計を取り、今後のコロナ対策を考えてほしい。事
業者の金融口座番号や所得の内訳等が給付金申請時に確定申告と重複しないで済むように紐づ
けしてほしい。
政府分科会の小林さんが提案していた困窮した個人への給付制度（困窮者は調査なし申請で給
付金がもらえ確定申告で調整される）をお願いしたい。
5. 水際対策（入国制限と入国者の2週間隔離の徹底）
外国由来の突然変異型を入国させないための対策を徹底してほしい。また突然変異などの検査
を行うための機械や人の増員をお願いしたい。
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参考にすべき著作や文献等

感染者抑止は、ピントがずれていると思います。
感染者抑止は困難だと、世界的に結果が出ました。
現実を受け止めましょう。
その上で、今、これから出来る事を考えませんか？
必要なのは、重症化/死亡リスクに応じた段階的なケアではないでしょうか。
2021.1.4迄の日本国内コロナ感染、総死者数3679人の世代毎の人数です。
※Web上で、自治体公表数を集計した方のデータを抜粋している為、
ファクトチェックは必要です。
20歳以下：0人
20代 ：1人 （基礎疾患、糖尿病の力士）
30代：8人
40代：26人
50代：87人
60代：264人
70代：748人
80代：1289人
90歳以上：603人
年齢非公表／不詳：671人
※自治体公表累計
上記を元に年齢非公表者を除いた3026人の50歳以下/以上の死亡者数の割合は、
35人(1.12%)：2991人(98.8%) となります。

1/11/2021 22:15:08 30代

女性

50歳以下の人口は、約6500万人なので、
50歳以下の2020年度のコロナに感染し死亡に至る確率は、
今回の緊急事態宣言は飲食店のみの保証のため、真面目にステイホームするとその他のお店が
赤字垂れ流しになってしまいつぶれる危険性があるため、ステイホームするのが正解とは思え
ません。

1/11/2021 23:14:33 20代

男性

指定感染症見直し

コロナを指定感染症から外してください。2021前半にはお願いしま
す

1/11/2021 23:15:12 20代

男性

指定感染症

コロナはインフルエンザよりも弱毒性ウイルスです。指定感染症か
ら外してください。

1/11/2021 23:16:44 20代

男性

指定感染症の1年延長はやめてください

今、コロナの指定感染症扱いを2022年1月末まで延長すると言う話が
出ていますが、1年延長するのはやめて、遅くても2021年前半までに
コロナを指定感染症から外して5類感染症に変更してください。

1/11/2021 23:23:52 20代

男性

指定感染症

感染が一旦収まるとされる春頃に、コロナの指定感染症見直しにつ
いての検討に入ってください。指定感染症見直しについて動いてく
ださい。お願いします。

1/11/2021 23:28:25 20代

男性

指定感染症

緊急事態宣言後の次の一手はコロナの指定感染症2類から5類への見
直しにしてください。

1/11/2021 23:34:22 20代

男性

指定感染症見直し

コロナはインフルエンザ並みかよりも弱毒性です。指定感染症から
外してください。

1/12/2021 1:03:56 40代

女性

武漢肺炎

国民には自粛を求め外国人を受け入れる体制、おかしくないです
か。
去年の今頃も同じ事をし、感染拡大させました。
台湾を見習って欲しいです。
国民をバカにしているとしか思えないのですが。
国民民主党の皆さん、私たちの声を代表して声を上げてください。
よろしくお願いします。

1/12/2021 6:59:16 20代

男性

指定感染症見直し

僕の父親もコロナはインフルエンザ並みと言っています。なのでコ
ロナを指定感染症2類から5類にしてください。

1/12/2021 6:59:55 20代

男性

指定感染症

コロナを5類感染症にしてください。

18 ページ

https://headlines.yahoo.co.j
p/hl?a=2021011100000526-san-pol

未入力（176件）

国民民主党コロナ対策本部・シンクタンク戦略室

タイムスタンプ

ご職業

あなたが当事者として感じてい
る課題に最も近いカテゴリー

「緊急事態宣言」発出に伴うパブリックコメント回答一覧 〜第一期募集分〜

年代

性別

あなたが感じている課題や解決策

自由記載欄（任意）

1/12/2021 9:07:22 20代

男性

指定感染症見直し

僕の父親もワクチンよりもコロナにかかる方がましって言っていま
す。それくらいコロナは弱毒性、大きな病気じゃないって分かって
きています。なのでコロナを指定感染症から外してインフルエンザ
と同じ扱いにしてください

1/12/2021 9:10:34 20代

男性

指定感染症見直し

コロナのワクチン接種開始と同時にコロナを指定感染症から外して
ください。指定感染症2類から5類に見直してください。

1/12/2021 9:27:54 20代
1/12/2021 9:28:34 20代

男性
男性

コロナを指定感染症から外すか、指定感染症2類から5類へ見直すようお願いします
指定感染症見直し

1/12/2021 9:30:03 20代

男性

コロナはインフルエンザ並み

実際コロナはインフルエンザ並みかそれ以下の症状です。指定感染
症2類から外して5類感染症に見直してください。

1/12/2021 9:31:44 20代

男性

指定感染症

コロナはインフルエンザよりも弱毒性です。指定感染症から外して
ください。

1/12/2021 9:32:33 20代

男性

指定感染症見直しをお願いします。

2021年前半にコロナを指定感染症2類からインフルエンザと同じ扱い
の5類に見直してください。

1/12/2021 9:32:59 20代

男性

指定感染症見直し

2021年前半にコロナを指定感染症2類からインフルエンザと同じ扱い
の5類に見直してください。

1/12/2021 9:34:53 20代

男性

コロナはインフルエンザよりも流行っていない

コロナはインフルエンザよりも1年の患者数が少ないです。指定感染
症2類から5類に見直してください。

1/12/2021 9:35:41 20代
1/12/2021 9:39:16 20代
1/12/2021 9:40:17 50代

男性
男性
男性

無職

指定感染症見直し
コロナを指定感染症2類から5類感染症に見直してください。
指定感染症分類
コロナの指定感染症分類を2類から5類に見直してください。
一刻も早く、緊急事態宣言を全国に発令し、ロックダウンに近い対応をし、感染者ゼロの政策
を取るべき。
ニュージーランドは、コロナによる死亡者が０で、経済のダメージも少なく済んでいる。
自民党の感染対策と経済の両立という政策では、感染爆発を抑えることは不可能だ。

1/12/2021 9:43:37 20代
1/12/2021 9:44:11 50代

男性
男性

無職

参考にすべき著作や文献等

コロナを指定感染症から外すかインフルエンザと同じ扱いにしてく
ださい。

指定感染症見直しをお願いします。
コロナを指定感染症2類から5類に見直してください。
緊急事態宣言発令後も人出が減らないことを危惧している。また、多くの若者がコロナは風邪
の一種で若い人は感染しても問題ないと間違った認識をもっている。
そこで、コロナは感染すると若い人でも後遺症が残ったり、内臓に障害が起きたりする恐ろし
い病気ということをテレビCM等で周知することを提案する。
このままでは、イギリスのように感染がさらに爆発し、制御不能に陥る。
政府にこの提案をした。国民民主党からも要請をお願いします。
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