2020 年 5 月 8 日～7 日
世論調査（毎日）

「思わない」31％と逆転した。

毎日新聞世論調査 「コロナで評価」吉村氏首位 ２位小池氏に
大差
毎日新聞 2020 年 5 月 8 日 東京朝刊

毎日新聞と社会調査研究センターが６日に実施した全国世論
調査では、新型コロナウイルス問題への対応で「最も評価してい
る政治家」を１人挙げてもらった。大阪府の吉村洋文知事を挙げ
た人が１８８人でトップ。
５９人で２位に入った東京都の小池百
合子知事を大きく引き離した。
国政の政治家では安倍晋三首相が
３４人で３位だった。
４位は北海道の鈴木直道知事の２６人。
政府対応の遅れが批判
される中、
独自の取り組みや情報発信をしている知事が評価され
た。
残り 3476 文字（全文 3690 文字）
緊急事態延長は「妥当」66% 医療・検査体制「不安」68％ 毎
日新聞世論調査
毎日新聞 2020 年 5 月 7 日 05 時 00 分(最終更新 5 月 7 日 23 時
54 分)

緊急事態宣言の延長について記者会見する安
倍晋三首相＝首相官邸で 2020 年 5 月 4 日午後 6 時 15 分、竹内
幹撮影
毎日新聞は 6 日、社会調査研究センターと共同で全国世論調
査を実施した。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて安倍晋三
首相が緊急事態宣言を 5 月末まで延長したことについては「妥
当だ」との回答が 66％を占めた。
「地域を限定すべきだった」は
25％、
「延長すべきではなかった」は 3％だった。
厳しい外出自粛や休業要請が続く 13 の特定警戒都道府県とそ
のほかの 34 県に分けても回答の傾向は変わらず、13 都道府県で
65％、34 県でも 66％が「妥当だ」と回答。
「地域を限定」もとも
に 25％だった。
一方、自分の住む都道府県で 5 月末までに緊急事態宣言が解
除できると思うかについては地域によって差が出た。全体では
「解除できると思う」
が 35％で、
「解除できると思わない」
の 46％
を下回った。13 都道府県に限れば「思う」28％、
「思わない」53％
と悲観的な回答が半数を超えたのに対し、34 県では「思う」51％、
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い。
安倍内閣の支持率は 40％で、当初の緊急事態宣言が発令され
た翌日の4月8日に実施した前回調査の44％から4ポイント減。
不支持率は 45％（前回 42％）と逆転した。
政党支持率は自民30％
（前回34％）
▽日本維新の会11％
（5％）
▽立憲民主 9％（9％）▽共産 5％（4％）▽公明 5％（3％）▽れ
いわ新選組 2％（3％）▽国民民主 2％（1％）など。
「支持政党は
ない」と答えた無党派層は 33％（36％）だった。
調査は 18 歳以上を対象に 6 日午後 5〜8 時、コンピューター
で無作為に数字を組み合わせた携帯電話と固定電話の番号に自
動音声応答で電話する RDS 法で実施。携帯 575 件、固定 575 件
の計 1150 件の有効回答を得た。携帯では自動音声応答で協力を
依頼し、
承諾が得られた場合にショートメールで回答ページへの
リンクを送付する方式を 4 月調査から採用している。
【平田崇浩】
「こんなときこそリーダーシップを」
「野党も与党も関係ない」
コロナ対応へ 450 人の声
毎日新聞 2020 年 5 月 7 日 14 時 50 分(最終更新 5 月 7 日 14 時
50 分)

国会議事堂（手前）と周辺＝東京都千
代田区で、本社ヘリから佐々木順一撮影
毎日新聞が社会調査研究センターと共同で 6 日に実施した全
国世論調査では、携帯電話調査の回答者 575 人の 8 割に当たる
454 人が「日本の政治に対するあなたのご意見を自由にお書きく
ださい」との設問にそれぞれの思いを書き込んだ。
自由記述回答に使われた単語を集計したところ、トップ 10 は
①対応（89 人）②国民（82 人）③コロナ（78 人）④政治家（74
人）⑤野党（57 人）⑥政府（33 人）⑦今回（31 人）⑧対策（30
人）⑧政権（30 人）⑩生活（29 人）——となった。
「今回」の新型「コロナ」ウイルスの感染拡大を受けた「政府」
「政権」の「対応」
「対策」の遅れを批判し、
「国民」の「生活」
に寄り添わない政治への不満、不安、いら立ち、怒りを募らせた
声の数々。その矛先は「野党」にも向けられた。国政に幻滅する
半面、
地方の現場でコロナ対策をリードする知事らを評価する意
見も目立った。
寄せられた意見のうち、
回答者の承諾を得られたものを原則と
して全文、
誤字・脱字は原文のまま、
回答のあった順に紹介する。
個人の特定につながる情報が含まれると判断した場合や、誹謗
（ひぼう）中傷、フェイクニュースを流布する恐れがあると判断
した場合は掲載を見送った。政府や政党、政治家、メディアに対
する批判はそのまま掲載した。
◇
何もかも対応が遅いもっと早く対応しないと死人が出る（40 代
男性）
経済活動を早急に再開するべき（30 代男性）
内閣の役立たず感が感じられる。国民の感覚ずれが著しい。政治
家の定員を半数に減らし、収入も大幅に減らすべきである（40 代

自粛緩和と経済活動の回復に期待
全国を対象に緊急事態宣言を延長しなければならない現状へ
の理解は共通していても、
感染者数が比較的少ない地域では自粛
の緩和と経済活動の回復を期待する声が強まっていることがう
かがわれる。地方別にみると、東北と中国地方で「思う」が半数
を超えた。
緊急事態宣言の発令下で過ごした大型連休中、
どの程度外出し
たかも尋ねた。
「仕事や買い物など必要最小限の外出にとどめた」
が 82％を占めた。
「全く外出しなかった」の 15％と合わせて、ほ
ぼ全員が外出自粛に努めていたことになる。
「旅行や観光、レジ
ャーでも外出した」は 1％。13 都道府県と 34 県で傾向に差は見
られなかった。
人と接触する機会「8 割以上減った」56％
緊急事態宣言の発令後、人と接触する機会が「8 割以上減った」
56％、
「半分以上減った」26％と感染防止の取り組みも広がって
いる。減り方が「半分に届かない」は 9％、
「ほとんど減っていな
い」という人も 9％いた。13 都道府県では「8 割以上」が 60％、
34 県では 48％だった。
新型コロナウイルスに対する日本の医療・検査体制に「不安を
感じる」は 68％に達し、
「不安を感じない」の 14％を大きく上回
った。
検査件数がなかなか増えない中で医療崩壊の懸念が指摘さ
れ、自分が感染しても十分な検査・治療が受けられないのではな
いかという不安が広がっているようだ。
9 月入学制度「賛成」45％、
「反対」30％
学校の入学時期を 9 月に変更することが検討されているが、9
月入学制度に「賛成」45％、
「反対」30％、
「わからない」24％と
回答が割れた。
国民の間に理解や議論が広がっているとは言い難
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男性）
政治が、とても大切な子供だと感じた。政治家が口ばかりで無能
な人ばかり。選挙は、必ず行きます。
（40 代男性）
国民のことを何もわかってない、
テレワークと言ってるけどでき
ない人はどうするのかも考えてない毎日、
リスクを負って出勤し
ている人には支援をしないのか？給料が減らないから何もない
のは違うと思う、介護職員は仕事を休めない、最低賃金と言われ
ながら、
リスクを負って会社に行くのに政府は何もしてくれない
おかしいと思う（40 代女性）
マイノリティの意見を聞きすぎる。
マジョリティの生活を守るべ
き（30 代女性）
バタバタしているが、頑張ってくれてると思う。これからも頑張
って欲しい。
（50 代女性）
腐ってるわ！（30 代男性）
何事も後手後手に廻ってる何に気を使って決定が遅れるのか、
こ
んな非常事態の中、
例のない決断力が必要なのに改進的な答えの
出せない与党に嫌気がさすまた、
その与党に対し反論しかしない
野党は論外もっとグローバルな価値観を持って対応してもらい
たい千葉県在住ですが、
森田県知事では不安このような緊急事態
への対応が国や周りの都や県の動きを見てからの判断千葉県知
事としての発言がない（40 代男性）
足の引っ張り合い、揚げ足の取り合い、人の批判はいらない。協
力
してほしい。
（40 代男性）
野党に期待ができない。揚げ足取りや責任追及ではなく、野党の
政策を示して欲しい。
（30 代男性）
与党の対応は慎重すぎて機会を逸した感があるが無益な揚げ足
とりに終始せずに野党が協力的であったならばもう少し感染拡
大は防げたはずだと思う。
（30 代男性）
特になし（30 代男性）
新しく、決断力、実行力が有り、政党の方向性が国民を見据えた
政党で政党内でしっかりまとめられる政治。
（70 代男性）
政治家自身から、
国難に対し身をを削る覚悟が見られない首相か
らはリーダーシップを微塵も感じられない。政府、国会議員以上
に地方自治体が頑張っている印象。この機会に、地方分権を進め
るべきと強く感じた。
（20 代男性）
官僚主導の様に感じる。
もっと政治家主導でスピード感を持って
対応して欲しい。また有事の時は特に野党も与党も関係ない。足
の引っぱりあいは見苦しい。
（50 代男性）
与党、野党、雑魚ばかり（60 代男性）
日本の政治とか関係なく、安倍に辞めて貰いたい。今回の事で沢
山の命を奪い、
これからも中小企業の私達の命を奪い殺されるか
と思うと、税金など払うのが馬鹿馬鹿しい。自分の命家族の命従
業員の命は私が守って行きたいので税金納付など、
困った時に助
けて貰えない金を日本には払いたくない。
とにかく安倍には死ん
で償って欲しい。
（40 代男性）
政治家自身、又は公務員・天下り団体の身を守るように政策が作
られている気がする（40 代男性）
何に置いても決定が遅いし、責任を、取ろうという姿勢が無さす
ぎで日本という国を、
どのように引っ張って行くのかが見えない。
気骨のある政治を見てみたいと思います。
（70 代女性）
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リスクを取る覚悟が出来ない政治家と自己とその周辺の利益し
か考えられない無能かつ害悪な政治家が多すぎる。
（30 代男性）
安倍首相を中心にこの難しい局面よく戦ってくれていると思う
いろいろあっても自民党以外安心して任せられる政党はない
（50
代女性）
何事も後手後手になっていて、対応が遅い(特にコロナ対応に対
して)。給付金についても、遅すぎ。とにかく、舵取りが酷くて
国民感情に寄り添っていない。
（40 代女性）
現場を知らない政治家が多いと思う。
緊急事態になると会議もあ
るのかも知れないが、現場に足を運ぶべきだ。
（50 代男性）
未体験の危機なので対応が迷うとは思うがこんなときこそリー
ダーシップを発揮してほしい（50 代男性）
金持ちばかりでは 一般人の 生活がわからない 年よりは早くや
めて 政治家は定年がないのか 人数がおおい 金も もらいすぎ
政治家は ボランティアみたいな存在で いいのでは 名誉職みた
いな （60 代女性）
コロナに関して与党の対応も遅いが、
それよりもとにかく野党が
役に立たない。足の引っ張りしかしない。日本の将来が不安だ。
（30 代男性）
自民党は、決断が遅すぎると思います。揚げ足をとってばかりの
野党の存在はいらないです。
（40 代男性）
もっと一丸となれ。今は身内でバタバタしてる時ではない。
（30
代男性）
改憲に反対なので共産党や立憲民主党に投票している。
コロナの
件で欧米より日本の対応が優れているとよく言われるが、
アジア
の中では明らかに遅れを取っている。
静観していた時間があまり
にも長すぎたのでは？と思う。
（20 代女性）
不本意なコロナというもので商売ができなくなったり会社が倒
産してはいけない。理不尽な事に人を助けるのが政治の仕事。そ
れをしていないと感じる。
（50 代女性）
今後の見通しを得るためには、PCR 検査数(陽性率)、抗体検査(抗
体有りの率)などのデータがないとわかりません。状況を知るに
はPCR 検査と抗体検査はセットでどんどんやるべき
（50 代男性）
他の国々の優れた政治家を参考にすべき。
もっと女性が増えて良
い。
（50 代男性）
安倍晋三首相の倫理感無き独裁政権は、
子供に説明できないし歴
史上の汚点です。
（60 代男性）
有事の際の決断力、対応力、スピードについて不安感がある。強
力なリーダーシップとわかりやすさが必要と思う。
（40 代男性）
この危機を、互いに頑張って乗り越えたいものです。
（40 代男性）
もっと先を読んだ政治をしてほしい。
（50 代男性）
腹を据えて政治をして欲しい。
毎日議会が有ってもいいのではな
いかと思います。
（50 代男性）
今回のコロナについては、アベノマスクは確実に不要だった。日
本は欧米諸国より早く感染拡大したにも関わらず、
外国よりも給
付金等の対応が明らかに遅かった。マイナンバー制度を整備し、
給付金申請ももう少しスムーズにできるようにして頂きたい。
今
回の給付金は高齢者には申請がやはり難しい。また、会議などの
際の飲料も税金の無駄遣いなので、各自実費で用意すべき。それ
も回数が重なれば大きな金額になるはず。
（70 代女性）
野党が全く協力せず、ただ文句しか言わない。税金の無駄遣いだ

（30 代男性）
どの国会議員もこの様な日本全体を揺るがす問題が起きると、
決
断力も実行力が皆無。その度に思うのは、日本は地方自治は不可
欠だが、国政は不要と感じる。国会議員は身を切る努力もせず、
益々国民意識との距離が離れていく。
歳費が不要とは思わないが、
現状の働きでは少なくとも今の 1/3-1/4 で良い。
（40 代女性）
「起きてしまっては都合の悪い事は覆い隠して、
無いことにして
安心する、させる」という昔からの体質が、PCR 検査数の少なさ
にも現れている。
（50 代男性）
思考能力の衰えた安部総理は交代した方が良いのでは！。
（70 代
男性）
野党をはじめ、内外の反日勢力に足を引っ張られながら、難しい
舵取りを頑張っていると思う。
（30 代男性）
さまざまな判断が遅すぎるように思う（20 代男性）
世襲の貴族階級は一般国民とは違うんですね（30 代男性）
平和ボケ（60 代男性）
安倍自公政権は、自己保身に走っている。森友・加計、桜をみる
会、公文書偽造など安倍自公政権の問題は枚挙にいとまがない。
国民をみて政治をしているとは思えない言動、
立ち振る舞いであ
る。オリンピック延期、習近平国家主席訪日問題などで緊急事態
宣言が遅れたの見方もあると聞く。
これらのことを考慮しなけれ
ば、感染拡大は今よりも抑えられたのではないか。安倍自公政権
は不真面目。野党もどうかという疑問もあるが、次期衆院選挙で
は政権交代させ、
立憲民主党を中心とした政権の誕生を期待する。
国民も長い目でその政権を支え、
民主党政権の失敗は繰り返して
はならない。
（50 代男性）
コロナ対応に関して常に対応が遅い遅すぎる質も悪い（40 代女
性）
緊急事態宣言が遅過ぎる、それに伴う助成金、給付、コロナウイ
ルスの検査態勢、
医療面での協力などあまりにも対応が遅く国民
の不安が募っていったと感じます。
政府が責任を取りたくないか
ら自分達の都合の良い様にしているのではとも感じました。
医療
崩壊と言いますがまず政局崩壊していると思います。
現政権が人
の命よりも経済を優先する姿勢が如実に伝わってきました。
（40
代男性）
国は外交 財務 防衛 教育 経済 厚生 以外は地方に任せる地方
のトップは自身の住んでいる所の事はよくわかっているので今
回のコロナの件についても素早く対応出来ると思います。
国は地
方の足を引っ張らないで欲しい。
政治家と霞ヶ関の役人は真剣に
日本の未来を考える人を選ぶべきで雇うべきです。
（50 代男性）
コロナに対してはしょうが無いと思う先が長い問題ですから
飲食関係者には悪いけど 辞める人は出てくる。
から他の仕事を
探した方がいいと思う。 時代が変わりますからね。
（40 代男性）
マスクの転売禁止は評価するが、
医療機関や介護施設で不足して
いるのが、良く分からない。また、マスク同様、消毒用アルコー
ルも転売禁止が良かった。
（40 代男性）
金と名誉のための政治家が多い。非常に無能な政治家ばかりで、
どうしようもない。
（40 代男性）
税金は私たちの為に使って下さい！（50 代女性）
間違った判断をしたときに間違ったと認識できない政治家は信
用できないいまの日本の政治家は、じぶんの否を認めないため、
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間違ったことをし続ける方が多い。
（50 代男性）
痛みを少しでも減らすなら、
最短でコロナを終息させることが先
決。有無を言わさず強行策も必要。
（40 代女性）
立憲民主は代替案無い批判が多い。
また代案無き批判をする政治
家が多すぎる。 批判は良いが代替案を出すべき。批判される事
は多いが安倍総理は日本全体の為に頑張っていると思う。
（50 代
男性）
内閣、
与党は責任回避に終始しリーダーシップを取れないのであ
れば政権を降りるべき。なさけない！（50 代男性）
増税や復興税はお構い無しにほぼ強制的に徴収するが国難の際
に国民の血税を惜しみまくり欧米諸国と比較しても金額は少な
く支給にとても時間がかかり対応がどうしてこれほど遅いのか
理解に苦しむ。
また日本政府の新型コロナウイルスのワクチン開
発支援策が国民に周知されていない。
現段階での有効薬のアビガ
ンにしても厚生労働省の認可云々で此れまで幾人の命が奪われ
たことか。一刻も早い認可を希望する。
（50 代男性）
リーダーシップが発揮できていない。
（40 代男性）
やるべき事は、きちんとやって下さい。
（40 代男性）
保身的な言動を撮る割には、
陰でコソコソと自分らが守ってなか
ったり、自分らの給料一つ下げる事も出来ないくせに、税金ばか
り上げて、
一般人の生活をどんどんと苦しめてくる悪政等まとも
に支持する気も信用する気もない。
（30 代男性）
国難と言える今こそ政治の決断力に期待している。
異論反論も大
切だが、
与野党一体となってこの危機を乗り越えられるよう精一
杯努力してほしい。なお、政治家本人の給与削減などいわゆる身
を切る改革には反対だ。給料はしっかりもらう分、全力で国民の
ために働いてほしい。
（40 代男性）
実に日本人らしい性格が表に出た政治だと感じてます。
（30 代男
性）
広報をもっと上手くやってほしい（30 代女性）
なにもかも遅いし、
曖昧な表現だけであまりにも他国と比べても
ひどすぎる。
自粛要請するのなら補償をセットにしなければ生活
さえままなりなくなっている人達が大勢います。
まずは補償をし
てください。
税金を納めているのだからこうゆう緊急時にまずは
国民を守るのが政治家なのでは？（50 代女性）
人数を減らし、サポートする人材を充実させるべき（40 代男性）
浮世離れもいい加減にしてほしい（60 代男性）
日本全体的な事件がある時纏まる（60 代男性）
国民からの信頼が無い（60 代男性）
危機感無さすぎ縦割りで全てが後手後手（50 代女性）
公務員の給与を、%でカットした上で給付金は一律全員受け取れ
るようにして痛みを全員で分担する。
広報が下手ロックダウンと
かオーバーシュートとか印象に残る言葉を強調した為、
本質が伝
わらず、出来ない事が何故出来ないか伝わってない。何故現行憲
法が強制権ないのかの本質に迫れないから政府が悪いって印象
になる。
（40 代男性）
9 月新学期は賛成だか、編成は 4/2-翌 4/1 までこれまで通りの
年齢で区切って欲しい。新年長が突然新 1 年生に、新中 3 や高 3
が突然高 1、大学 1 年になる等、受験はどうする？等、懸念点が
多いにある。
。就職は企業が対応すればなんとかなりそうだが、
受験は学年、学力など大きく影響するとおもう。この難局ピンチ

をチャンスに！これまで通りの日常に戻れないなら新しい日常
を作り慣れていくしかないと思う。
（40 代女性）
ほとんどの野党が、
常に政権の足を引っ張ることしか考えておら
ずウンザリ。
（50 代男性）
今後もあらゆる場面で、更に迅速な対応をお願いしたい。
（40 代
男性）
何も期待しない（30 代男性）
今回は、コロナ対応が遅くなり、そのために、国民全体が苦労不
安が飛び散り早急に対応さしてもらいたいです。
（40 代男性）
自民党のことを特別支持したい訳では無いが、
その他の政党が目
に余るので自民党を支持している。
今回の新型コロナウイルスの
対応について、野党の質問はくだらないものも多い。緊急事態に
直面している時くらい一致団結して、
もっと前向きな議論をする
べきだ。
そういうくだらない質問に時間を割いている場面がニュ
ースで流れているのを見ると、
多額の税金が彼らの給料になるこ
とに馬鹿馬鹿しさを覚えて正直不快。また、私には 1 つ下の、今
年受験の妹がいる。
今まで新テストのことで散々振り回されてき
た上に、今回のコロナウイルスが重なり、とても疲弊しているよ
うに見える。9 月入学案が出ているが、民間試験もろくに導入で
きなかったのに 9 月入学を実施できるとは思わない。人生を大
きく左右しうるイベントにみんな一生懸命なのに、
政府はまたぐ
たぐたの計画を提示する気だろうか。
子供たちはモルモットでは
ない。実験したいならその後の人生の責任まで取れ。
（18・19 歳
女性）
立憲民主党、共産党は消滅してほしい（60 代男性）
高齢者向けでなく、
現役世代をターゲットにした政治を行って欲
しい。
（30 代男性）
表現手法、マスコミの使い方が下手（40 代男性）
コロナ対策含め、それ以前から安倍政権への不信感が拭えない。
（30 代女性）
利他ではなく、利己的な政治家ばかりの政治をしている。
（50 代
女性）
国民に自粛等を求めても、
政府は他国の様な補償や県にもよるが
感染者のはっきりした発症場所や移動した場所の公表もしてい
ない。検査もの数も余りに少なくすぎる。
（50 代男性）
特に無い（40 代男性）
ばか野郎（60 代男性）
自民党支持としたが、他に良い政党がないだけ。野党は単にクレ
ームを言っているだけで、
代替案などによる建設的な議論になっ
てない。結果に対してクレームを言うだけなら、誰でもできる。
反安部政権以外に、
党としてやるべきことはないのか考えて欲し
い。今のまま単に反安部を言ってるだけでは、安部政権は安泰で
す。
（50 代男性）
政府は国民を奴隷扱いしている。
耐え忍んでいる人に一刻も早く
補償の手を差しのべなければいけない。
ドイツのメルケル首相の
ような手厚く、幅広い救済を求める。安倍首相には才能がないの
では。とにかくすべてが遅すぎる。
（60 代男性）
毎日新聞記者が国民の代表として、
政治家に的を得た質問ができ
ているか？をアンケートで答えられるようにしてください。
そも
そも貴社が...まぁいいや。
（40 代男性）
・意思決定が遅いので、緊急時はトップ数名での政策実行を可能

にしたらどうか。
・自民党の施策は国民が求めている政策(迅速な
現金支給、教育遅れの取り戻し、医療対策の拡充など)との乖離
が多いので、
多くの国民の声を聞いている連立与党の公明党の意
見を取り入れた方が良い。
（20 代男性）
頑固な政治家が減った。
リーダーシップのとれる政治家が欲しい。
（50 代男性）
対応が遅い（50 代女性）
安倍首相の発言には嘘が多い。
国民に約束した発言には責任を取
るべきです。PCR 検査を制限したのは間違いだった。対応の遅れ
がコロナ感染収束を困難にしている。
社会保障制度からてを抜い
てきたことを見直すべきです。
（60 代男性）
政治家にポリシーがない（50 代男性）
誠実さが足りない。政策のスピード感が無さ過ぎる。
（50 代男性）
もっと規制をかけて一気に収束させるべきだった。
この時期を狙
ったのはわかるが結局拘束時間が長くなり国民は疲弊している。
また自粛を強制した企業に支援を積極的に行い収束させるべき
だった。申し訳ないがだらだらしている分、市民は疲れている。
政府が動かないないなら市民は悪いが動く。
徹底的な抑止を。
（40
代男性）
民間企業が事業を出来ず日本の経済が破綻し始めているのに、
自
分たちの収入は極々わずかに減らしただけ。
今回の一件で日本の
政治家がどんなに不誠実で身勝手か、初めて分かりました。もう
少し気概のある政治家がいても良いのにと、
心底日本人として残
念で情けない。
（40 代女性）
国民が信頼できる政策を期待する（50 代男性）
特別措置法によるロックダウンをすべきではないか（20 代男性）
今の政権はコロナの対応は出来ることはやっている、
未来のこと
も考えての行動に思う。野党は国民のご機嫌伺いばかりして、足
を引っ張っている様に思う。
（30 代女性）
精神論では乗り越えられない状況なのに、
まともな対策がなされ
て無い現状。そんな今の政権は必要ないと思います。
（40 代女性）
忖度・改竄・国会を数の多さで押し通し、国民のことをまったく
考えていない安倍政権。
ここまで信用できない政府が今まであっ
たでしょうか！！（50 代女性）
全て遅すぎる（50 代男性）
議員が多過ぎると率直に思います。
（50 代男性）
clear（透明性）
、clean（きれい）
、candid（公平）の 3 つの C が
欠落してしまっている。
故に今回のウイルスに関する対策や補助
に対して、国民は不信や不満を感じている。国政の信頼を取り戻
すためには、先ずは国民の為の予算を、そしてその動きを明確な
理由と共に国民に告知すべきであると感じる。
（20 代男性）
新型コロナウイルスに対しては、対応が遅く決断力に欠ける。武
漢で発生したのがわかっていたのに、
旧正月の中国人観光客の日
本への入国をなぜ止めなかったのか？ダイヤモンドプリンセス
号への対応の失敗。困窮した中小企業はの保証の対応の遅さ等。
このような国難の際に力量が問われると思います。
（50 代女性）
未来に不安のない世の中にしてほしい。ただそれだけです（30 代
男性）
国民と政治家の意識の差が大きく感じる月収 2 割削減としてい
るが、店を閉めている個人経営者の補償が低い点、10 万円支給
も地方によって、納付がまちまち、政治家が皆で月収 7 割以上削
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減をすればいいと思われるそれを地方自治体に配れば献金では
ないのに、それをしない政治家、麻生に関しては、国民の税金を
自分のお金と勘違いしている点、
国民をなめてるとしか思えない
（40 代男性）
コロナ対策に関して、さまざまな立場の意見をまとめて、すべて
の人が納得いく方針を導き出すのは困難と思う。
しかしトップダ
ウンで決めるべきことは決め、納得いく説明を期待する。
（50 代
男性）
もっと敏速に行動し現実問題に対応してほしい。
政治は給料とり
ではないのだから、国民に対して行動で示してほしい。
（50 代男
性）
とにかく対応が遅い。
（50 代男性）
0 歳の子供を育児中です。経済的にも、精神的にも、安心して育
児が出来る社会にしてほしいです。
（30 代女性）
生活支援や感染拡大に対する対応が全く遅くて、
規模も不十分極
まりない。台湾やシンガポール、ドイツと比べて大きく見劣りす
る。
政策の優先度が現在の政権は理解できていないのではないか。
躊躇なく、大胆に、前例に捉われず…など威勢の良い言葉だけが
踊るが中身や行動が全く伴っていない。このままでは数年後、日
本だけが停滞しているという状況になりかねない。
現政権の不手
際が今後の日本の停滞をもたらすようで強く不安を感じる。
（50
代男性）
決断が遅い。効率が悪い。
（30 代男性）
対応が遅い世界の様子を伺い判断を仰いだにせよ、
日本の規模と
人口考えると早急な対応が求められた海外とは違う遅れたが為
の救えた命が亡くなった事も事実としてあるこの先も何かの問
題に対して同じなんだろうか。と今年、我が子を出産する母とし
て我が子の未来と兼ねてとても不安に思う（20 代女性）
真面目に問題に向き合ってると思えない。
内閣の対策も後手もし
くは遅い。
野党も安倍昭恵の行動の揚げ足を取るぐらいならさっ
さとコロナ対策の本題の議論をしろ！経済活動が止まっても感
染者が出ても死人が出ても収入含めて我が身に影響が無いと思
ってるとしか思えない。
今の政治家は次の選挙で票を入れる気に
ならない（40 代男性）
2 月の国会でしっかり審議しとくべきであった。はっきり言って
野党は安倍政権の足を引っ張っているようにしか思えない。
桜を
見る会よりも人の命がかかったコロナについて、
国民の代表とし
て早い段階で話を進め、対策を講じて欲しかった。
（20 代男性）
まじめにやれ（40 代男性）
国民の安全より経済を優先する信用ならない存在。
首相がリーダ
ーシップを発揮しているとは思えないが、
自民党に他にリーダー
も居ない。
（40 代男性）
ウイルス対策には定量的な目標を立てて臨んでもらいたい（50
代男性）
援助のお金のやりくりが可能であればすべてをストップさせて
はやく終息させて 1 日でも早く通常に戻ってほしい。現状はそ
の場しのぎでしか出来ていないので…（30 代男性）
決断出来ない政治家しかいない。野党の質が悪すぎて、建設的な
議論が不可能である。
（40 代男性）
SARS で一回世界的に危機感を覚えたが、コロナの対応に関して
軽視したとは言わないが対応策が遅すぎる。
同じ失敗を何回もす
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るような政治家は要らない。税金に関しては、何に何パーセント
の国民からの税金を使用したか明確に明示してほしい。
国に納め
てる金で遊ばれてたら国民からの支持は到底得られない。
自分の
命をかけて日本を良くしようとしている姿が見られるのは選挙
活動だけですか？政治家なんて本当に必要なのか疑問です。
（20
代男性）
何に対しても行動が遅い。外交が上手いとは言えない。平和な日
本は好きだが、
今後武力が無いと平和も守れなくなると思う。
（40
代男性）
官僚に振り回されて実行力を削がれている。
野党の低能ぶりがひ
どい。一部の地方首長が頑張っているのがすばらしい。しかし、
緊急事態宣言そのものは地方分権には程遠い上、
地方に丸投げし
ておいて行動には制限をかけるようなみっともない国の姿がひ
たすら目立つ。
（50 代女性）
対応が、遅すぎ 2 月下旬に、外出自粛を徹底してもらいたかった
（50 代男性）
日本の政治における意志決定の遅さ、
曖昧さは民主主義や自由を
尊重することの裏返しだと考えるが、
はたしてコロナ後に世論は
政府の力を強める方向に向かうのか気になっている。
（30 代男性）
後手後手の政策しかできない。
アメリカの薬を承認して日本の薬
を承認しない仕組みがよくわからない外国の援助で金を出す余
裕があるのになぜ国内で使わないのか不思議（60 代男性）
判断が遅い（20 代男性）
全てにおいてスピードが遅い。経済対策においても不十分。リー
ダーシップのある政党を応援したい。
（30 代男性）
中国に忖度して渡航制限しなかった二階さん、
オリンピック延期
決まるまでほぼ動かなかった小池さん、支持しません。安倍総理
は、周りの参謀、取り巻きの官僚が悪過ぎます。よく考えて、菅
官房長官との距離感を考え直せば少しはマシな政策打てると思
います。
（30 代男性）
与野党の批判しあい、今回の総理の『与党内での』という発言、
いいかげんにしてもらいたい。
いい意見をいいと言えないような
人間に国を任せたくない。
（40 代女性）
対応が遅過ぎる。医療体制への意欲を感じられない。言葉だけの
自民党には今後投票しない。
（50 代男性）
劣化している。
（70 代男性）
決めごとに、歯切れが悪すぎますもっと、国民に寄り添って、物
事を考えてください。あと、何よりも、国会議員の皆さん、緊急
事態宣言が解除されるまで、お手当ては、お返しした方が、国債
のためになるとは思いませんか私たちは、減っています（40 代
男性）
安倍首相を応援していたが、今回のコロナ対応は支持出来ない。
そもそも新型コロナの致死率、
感染力から見て緊急事態宣言を出
すほどでは無い。
今後新しい感染症が出るたびにこのような経済
停滞を引き起こすつもりなのか。
そうならば感染症以前に経済に、
金に日本は滅ぼされるであろう。
（20 代男性）
国民一人一人に責任感を持たせる コロナは総理大臣のせいでは
ないコロナに対し無責任に意見のある人に医療を手伝ってもら
いたい （60 代女性）
政治家も含め官僚が特に危機管理ができない。
柔軟で弾力性のあ
る方針決定、変更ができず代替案も準備していない。何より医学

を理解せず、
何が最重要課題なのかそのための最重要対策は何か
のコンセンサスが得られていない。
わかったふりをして上から下
ろす印象しかない。もっと医学専門機関の判断実行権限、説明責
任を早期の段階から持たせるべきである。
安倍内閣には利権しか
なく科学がない。
平和時には作動する官僚機構も非常時には横柄
さ無能さのみが目立ち有能な人材を内外から活用できていない。
（50 代男性）
この度様々な首長が責任や職務とはいえ、
大変に苦労されている
と感じました。トップ、リーダーとして任せて安心できる政治運
営に期待します。
（50 代男性）
新型コロナウイルス対策に関して言えば、
仕事等の停止は必要な
対策であるが、
同時に仕事を止める労働者に対する補償も絶対に
必要である筈である。
しかしながら安倍政権は強制とも言えるよ
うな自粛を労働者に課しながらも、
補償に関しては全く不十分で
あり、
ウイルスよりも経済停滞による生活困窮者の方が余程問題
になっていると言わざるを得ない。
安倍政権には早急な補償を求
めると共に、ウイルス対策の充実、特に検査の徹底を求めたい。
（20 代男性）
与党の批判ばかりの野党にガッカリしている。
対案を出して欲し
い。特に今、コロナ関連については政争の具にしている場合では
無いと思う。日本の為に一致団結して欲しい。
（40 代女性）
他国の目を気にしすぎていると思います。
（30 代女性）
補償をとにかくください（20 代男性）
日本の政治の足を引っ張っているのは、このコロナ禍の中、揚げ
足とりに必死の野党やマスコミだ。特に、毎日、朝日系列が酷す
ぎる。日本が一致団結して乗りきらないといけないこの時期に、
自分たちが率先して協力しようとは思わないのか？この手の連
中は、良識ある大多数の国民(サイレントマジョリティ)は、ちゃ
んと見ていることに、いつになったら気づくのか？（50 代男性）
これ以上ダラダラ外出禁止命令を出すのではなく、国民全員を 2
週間外出禁止にして早めに終わらせないと永遠に終わらない気
がする。交通機関も止めて欲しい。コロナが収まるまで毎月 10
万円支給してもらわないと生活が困る。無駄が多い。本当に国民
の事を考えているならマスク配るより給付金増やすなり、
国民を
納得させる案や策を考えて欲しい。
（30 代女性）
政治とは責任です。口先で批判するのでなく、結果に責任が持て
る政策を示さなければ、野党は万年野党です。
（60 代男性）
今回の 1 人 10 万円の給付金は、公務員、年金受給者、生活保護
受給者は収入が変わってないのにもらえる。
その財源としての借
金は未来の子供たちが払うことになるのが納得できない。
それな
ら、本当に困っている人に多くあげた方がいいと思う。
（40 代女
性）
8 割の接触削減と言いながら、国会がリモートを実現出来ていな
いのは、老害としか思えません。
（60 代男性）
日本の将来を考えること、また、日本人の誇りを持っている政治
家は一人もいない。税金泥棒が大半。
（50 代男性）
なし（50 代男性）
新型コロナ対応での安倍首相のリーダーシップに不満を感じま
す。特に検査体制の充実や給付金の早期実施、マスクが手に入ら
ない等。
（60 代男性）
汚職だなんだというやはたぶん大概の政治家がやってるんだろ

うし、やってないって言う方が信じられない。だからどうせやる
ならバレないようにやって欲しいし、
それでもしバレたなら潔く
認めるぐらいはして欲しい。下が勝手にやったとか、知らなかっ
たで逃げるつもりならそもそも人の上に立つなと言いたい。
何か
あった時に責任を取るのが上の仕事じゃないのなら、
何が仕事な
のか教えてほしい（30 代男性）
安倍首相にもっと自由にやらせたい。野党に任せられない。
（70
代男性）
コロナに対する対応が遅いし、不十分。特に休業補償、自粛を要
請するので有れば、補償はセット。安倍首相のやる気が感じられ
ない。もっと賢い新しい首相で日本は出直すべき。
（50 代男性）
甘すぎ（20 代男性）
与党が掲げているからという理由で野党が全て反対するという
考えをいい加減変えて欲しい。所属の党の利益ではなく、日本の
未来の為に働いて欲しい！（40 代女性）
自粛を伸ばすのであれば、補償も増やしてください。これは自民
の若手からも声が上がってるはずです。
（20 代男性）
日本には、
今回のような緊急事態の際に民意をしっかり汲み取り、
正しい判断ができ、
大胆な舵取りのできる強いリーダーが必要だ
と思います。そして無駄な議員、公務員を減らすべきかと。今の
システム上は難しいとは思いますが。
（50 代女性）
中央の役人が裏で大臣を操ってるので、
議員の質を上げる事が必
要。役人天国では、日本は沈没します。
（70 代男性）
クソども税金返せばかやろう（30 代答えない）
余りにも、中国に肩入れしている。今後、内需の方を優先し、経
済的に引くべきだ。中国依存は危険だと思う。
（50 代男性）
新型コロナ関しては、初期の対応が遅かった感はありますが、そ
の後は政策が二転三転しながらも頑張っていると思います。
私自
身は自民党支持ではありませんが、
国が何かするたびに文句ばか
り言う国民にはうんざりしています。
ただ布マスクの無料配布よ
りは、使い捨てマスクの購入券にして欲しかったです。
（50 代女
性）
コロナ対応で 30 万給付から 10 万に変わったりと一貫性がない
ことに不安を感じるが野党の政策の実現可能性の低さにも絶望
を感じている。また行き過ぎたポピュリズムに恐怖も感じる。政
権に関しては財務省などの官僚をコントロールできていない印
象が非常に強く政権も決して満点とは言えない。
どの政党が政権
運営するにしても若者に寄り添う政策も取り入れてもらいたい。
（20 代男性）
どの政党でも不安しかないが今回、
コロナの問題で与党がいかに
税金を無駄に使っていて国民の命、
生活を考えていないかがあか
らさまにわかった。
大した事のない総理大臣の元で暮らしている
私達は他国からの良い笑い者になって恥ずかしい。
（50 代女性）
政府のコロナ対策は遅いし不十分とても不満。
将来にとても不安
を感じる。
（40 代男性）
信用ができない政治家が多いと感じます。国、国民の為に真剣に
取り組む姿勢、誠意を持ってほしい。
（40 代男性）
安倍晋三政権は不透明、不誠実の温床。ヘラヘラ笑いながら不正
が当たり前のように行われている。公明党も同罪。連立解消すべ
き。
最悪の連立政権。
また緊縮財政には怒りを通り越しています。
政治家続けたいんだったら国民の命を守れ。生活を保証しろ。正
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しいデータをだせ。嘘をつくな。
（30 代男性）
コロナの対応が悪い（30 代男性）
議論だけでなく、
もう少し現状を把握する努力をすべきではない
かと思う。冷静になって対応を考えて欲しい。
（18・19 歳女性）
今回の休業要請には不安や不満が多々ある。
一方的に感じること、
他国を参考にすることも沢山あったと思う。
最前線で頑張ってい
る方の苦労もわかる。
だからこそ国民全員が納得出来る方法をも
っと模索、または国民の声を聞いて欲しい（30 代男性）
日本維新の会に政権任す（60 代男性）
野党が 3 月にコロナ対策を真剣に議論していれば違う現在があ
ったのではないかと思う。桜、もりかけの議論、日本の将来ビジ
ョンに関わる課題か？立憲、国民、共産の諸議員は酷過ぎます。
（50 代男性）
いままでにない事態に、対応出来る、政府であってほしい。
（40
代男性）
政府の感染防止対策に対し、
野党は感情的とも思える反対意見を
のみ出すばかりで、
野党としての機能を自ら果たしていない。
（40
代男性）
スピードが遅い。情報公開が不十分。中国に対する責任追及をア
メリカのようにすべき。
（50 代男性）
勉強不足で責任感のない政治家が多過ぎる。出来ない言い訳 ば
かり。緊急時なのだから優先順位をつけて実行してほしい。首相
のまわりには進言する人はいないのか。
平時の安倍さんは大評価
するが、非常時緊急時はとても不安です。いつもはメモもみず発
言していたのに、
延長発表の時は下を向いて用意された文章を読
むのみ。大阪知事の発言のように具体的な数値を出して欲しい。
国民を第一に考えられない私利私欲でイエスマンの今の国会議
員は、全員辞めて欲しい。
（70 代女性）
野党が余りにもアホ過ぎる。
（50 代男性）
国会議員の人たちに、一般の人の感覚がない。寄り添う気持ちが
感じられない。もしその感覚があるのならば、もっと迅速に様々
な対応、政策が実施できるはずである。また、メディアは新規感
染者数をいつも報じているが、
総検査数も一緒に報じるべきであ
る。
（30 代男性）
とりあえず政府を信じて、
言われた用に出来るだけ自粛してそれ
でもダメな時に意見をする。
（40 代男性）
現在の憲法では仕方ない。
もっと信頼できる政治家を選ぶべきだ
（80 歳以上男性）
特になし（40 代男性）
何を期待すればよいのでしょう。そろそろしんどいです。
（30 代
男性）
国民目線に立って牽引してくれる政治家がいない。
国会議員は人
数が多すぎる。政治家は役人の意見ばかりにとらわれず、自分の
ポリシーで行動してほしい。そのためには、現場に赴いてもっと
勉強してほしい。
（60 代女性）
何事にもスピード感がなさすぎる気がします。
もっと今後のビジ
ョンを明確にした方が良いと思います。アビガンの 1 日も早い
承認を願います。近所のタピオカ店、アジア乾物店など 4 軒で、
使い捨てマスクが一箱 3000 円前後で売られていました。中国か
ら発生したコロナウイルスで、
（おそらく）中国が儲けているこ
とに違和感を覚えます。
国や都道府県は管理できないのですか？
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コロナウイルスの疑いがある人が、すぐに検査、入院などできる
ようになることを願っています。よろしくお願いします。
（40 代
女性）
基準が見えなく先が見えない緊急事態宣言を解除する目安とな
る数字を出して欲しい（50 代男性）
米国のようにはっきり言うのではなく徐々にフェードアウトす
るような形で WHO や中国から離れていくのが日本にとっては 1
番良いのではないかなと思う（20 代男性）
今回のことでは本当に歯痒い思いがします。
他国の良いところを
尊敬を持って見習い、もっと国民の命を守るを優先して欲しい。
国民の方を向いていない政権だと思う。
呆れるばかりの毎日です。
政府がしたのはマスク二枚だけでは世界的にも恥ずかしいです。
（70 代女性）
今井秘書官は安倍首相を貶める為の刺客なのか 笑笑（50 代男
性）
頑張って下さい！（40 代男性）
昨今の渦中 身の保身を最後まで死守しようとしている政治家
や政府と 言葉尻に噛み付く無為な舌戦を繰り広げる政治家に
は閉口政党間でも与野党間でも 対立するのは後でいくらでも
良い 先見的且つ建設的に問題解決へと話を進めるしか選択肢
はない自分達が安全/安心でいたいのか 国民を安全/安心にし
たいのか それすらも不明瞭な実態が如実に浮き彫りになって
いる政治と併せて国全体/国民の民度と素養の低さには呆れて物
も言えない※問 10 の答えとして 少なくとも自民党だけは絶対
に該当しないと断言できる（30 代男性）
多分、もうすぐ千葉沖地震がおきる。その時に政治は、ためされ
る（60 代男性）
マスク二枚配布は税金の無駄遣いだと思います。10 万円も、全
員に配るくらいなら無くていいと思います。
本当に困っている人
への支援は賛成ですが、自業自得だったり、生活保護受けながら
パチンコ等の遊興にお金が流れていたり、ろくに家事、育児もし
ていないシングルマザーが優遇されて支援されてることに、
払っ
ている税金が使われることは納得がいきません。
（40 代女性）
議員全員、コロナ終息まで一切の収入を医療従事者に献上しろ
（40 代男性）
現在高校三年生で、受験を控えています。ですが 2 月下旬から 5
月末まで約 3 ヶ月間学校がありません。授業も途中で終わり、受
験までに全て履修が間に合うか不安の教科もあります。
学校での
オンライン授業も進んでおらず、不安で仕方ありません。おそら
くこの 3 ヶ月で受験格差も出てくると思います。仕方がないで
すが、
政府は私達受験生にどのような対応を取ってくれるのか知
りたいです。
（18・19 歳女性）
信用が出来ない（40 代女性）
日本をよろしくお願いします。
（30 代男性）
中国に対してアメリカを見習うべき、
また韓国とは距離を置くべ
きだと思う、強固姿勢でお願いしたい。緊急事態宣言があまりに
もあやふやでパチンコ店やゴルフ場は人で溢れている！もっと
強い姿勢でお願いしたい！小池知事と意見交換をうまくやって
欲しい。緊急事態宣言がなんなのか分からない。
（50 代男性）
最悪の政治国民のは駒！政治家が幸せな国。
時代劇のなかの悪代
官だ！政治家全員と言うイメージ、
真面目に活動してる方もいる

と思いますがニュースに出る政治家は終わっている！コロナ感
染の原因は、日本の法律。でも本当の原因は役立たずの政治家！
韓国の状況と日本の、
この違いは何？恥ずかしくない！？分から
なければ聞けばいい、プライド捨てろ！役立たず、税金泥棒！全
員無休で給を明日の生活に困っている方に、千円で二千円でも
2.3 日に一度でもいいから支給して貰いたい。皆んなの代表で先
頭切ってんだったらリーダーシップ見せてくれる！？それが出
来ていないから、何処の政党も入れる人がいない、選挙投票する
気がしない。
（50 代男性）
要請ではなく、法的に強制した方が良い（40 代男性）
保障問題に対する判断と対応（50 代男性）
政治家が何なのか？いつ、
力を発揮するのか？政治家の存在意義
が全く見えない今回のコロナ問題だと感じています。
（50 代男性）
政治家も国民も「敵、味方」の二元論になりすぎている。
（50 代
男性）
有事の対応で政治家の資質が見えた。
まだ届かないマスクの多額
の税金を投入した対応など馬鹿丸出し。
クスリに関しても利権な
ど考慮せずに迅速に進めて頂きたい。期待しています。
（50 代男
性）
国の対応はすべて遅い。マスクもいまだに届いてません。香芝市
在住ですが、全く何もしてくれていません。まるで対岸の火事の
よう。不安と、苛立ちの日々です。自分の体は自分でまもるしか
ないと、しみじみ感じます。医療従事していらっしゃる方々には
本当に同情と感謝の気持ちで一杯です。
政治家は給料投げ売って、
医療従事者の方々に助成すべきではないでしょうか？（70 代女
性）
思いきった判断をスピーディーに。パチンコの閉店。マスクの管
理。軽傷者の隔離。医療従事者への感謝。
（40 代男性）
桜を見る会の誤魔化しとオリンピックの為に小出しの対処方で
一切助かる人が出なかったのは見事なまで穀潰し内閣でした。
（40 代男性）
このような世界が混乱している状況の中で、
日本政府は初期の入
国制限や今の外出自粛要請等、
対策がはっきりせずに甘いところ
が良くないと思うので、緊急事態宣言を延長するほかにも、もう
少し強制力があることを実行してもいいと思います。
（20 代男性）
政治そこまで目がいってなかった分なにも意見ができません！
政治に興味を持っていれば環境が違ったら意見できたかも知れ
ません！今は黙ってしたがいながらびくびく自己対策している
だけです！（20 代男性）
形式的な対応が多く国民のことを考えていると思えない。
真剣に
政治と向かい合って欲しい（40 代男性）
経済も必要だが、人命があってのもの。人命が在れば立て直しは
できる。考える順序を再考して欲しい。
（50 代男性）
批判ばかりで建設的な議論の出来る野党が存在しない為、
自民党
支持以外の選択肢が無い。
（50 代男性）
情報の公開と透明性。
もりかけ問題およそ財務省職員自殺の徹底
究明。
（70 代男性）
欧米に比べ、判断が遅い。マスクなど税金投入不要であり、台湾
方式で皆が購入するほうがよく、
その対策費用を医療などに回す
べきだった（50 代男性）
もっと若い人が政治家になるべきだ。
年寄は先の事を考えれない。
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今さえ良ければ良い感じがする。これから先、未来の子供達にと
ってより良い日本になって欲しい。
（50 代女性）
緊急事態宣言を発出したのはいいが、
解除の基準が不明確なため、
大阪府の出した解除基準を明確にすれば、
もうすぐ解除になると
の予想ができるため、
もう少し頑張ればという気持ちになれるか
ら良い。
（40 代男性）
与党の政権ボケを早く解消すべき。
（60 代男性）
憲法改正のための議論を進めよ。改正するかどうかは、その過程
で決めよ。国民の憲法改正の権利を奪うな。
（60 代男性）
国会が建設的な議論の場になることを望みます（50 代男性）
どの党がやっても同じ。
自分達の保身。
野党は足を引っ張る。 何
をやろうとしても足並みが揃わない。いや、揃う事を拒否してい
ると言った方が正しいか。
（40 代男性）
何事も決断が遅いように感じます（40 代男性）
フリーランスで働く人、
自営業者とか困ってる人を早く救済すべ
きだと思う。
（50 代女性）
脚の引っ張り合いばかりが目立つ。監視のし合いは必要だが、も
う少しリーダーに協力したり、
間違った行動を上手く正して差し
上げる動きがあってもいいのではないか。
（50 代女性）
こんな国なのかと、がっかりしてます（50 代男性）
世論.マスコミが政治に口出ししすぎ政治家が 世論に左右され
過ぎ（60 代男性）
全ては最初のクルーズ船や水際対策を徹底していれば、
ここまで
広がらなかった。
阿部首相が何人もの人々の命を奪ってしまった。
国会議員の給料を 90%カットしてください。中小企業や個人事業
主への支援をもっとやってください。
（30 代女性）
大きい力にのみこまれている。
（50 代男性）
今は、批判する暇があれば提案をすべき時。結果をみて批判なら
誰でもできる。必要なの先を予測した提案です（30 代男性）
行う事が後手後手で遅い（50 代答えない）
財務官僚主導の政治暗躍が目立ちます。今回の給付金も一度、直
ぐに対応してくれなかったことに関して怒りを覚えました。
遡る
と、国会審議では野党の質問が森友学園や加計学園、民主党政権
時代に設けられた『桜の会』継続審議など、蒸し返し審議がなさ
れていて腹立たしかった。
民間レベルでは中国武漢から発生した
ウイルスの問題があったにも関わらず、
そこに着目しなかったし、
政府批判は大いに結構だが、
そもそも対策の初動が遅れた事実は
野党に大いなる責任を感じてもらいたい。そもそも、政治経験の
ない官僚に主導権を握られる制度を変えなければ日本は明るく
ならない。早く憲法を改正してほしい。
（30 代男性）
マスク不足といいながらも街歩く人の 9 割 9 分の人がマスクし
てます。
この状況を街で確認した上でマスク配ること決めたのな
らば？？？です。ちなみに自宅にはまだ届きません。この費用だ
けでも医療機関への補助金にする選択肢は頭になかったのでし
ょうか。
判断のまずさと対応の遅さが今の政治の致命的なとこち
ゃいますか。
（40 代男性）
恥ずかしい。
（50 代男性）
安倍批判ではなく、政策で目立つ野党が次の政治を担う。自民党
は物事を有耶無耶にした印象は拭えない。
一票を投じる政党が無
く、当たり障りのない自民党へ一票を投じている（40 代男性）
政治家と大手企業などとのお金の匂いしかしない。
これだけ私た

ちは日々我慢しているのに、PCR 検査数は伸びない、いまだアベ
ノマスクも届かない、10 万円もいつ入るか分からない、保証も
わからないの、ないないづくしで、呆れる。もう信用できない。
地方の若手リーダーに国政を渡してほしい。
（30 代女性）
税金泥棒の一部の「国会議員」を排除できる、本当の民意を代表
できる政治にしてほしい。
（50 代男性）
こんなに今の政治家がポンコツだったとは、全員辞めてほしい。
（50 代男性）
財政支出を金融緩和と共に最大限に行って欲しい。
財源は赤字国
債を 200 兆発行をめどに。消費税は期限を決めて一時凍結。これ
により経済の早期の建て直しをはかって欲しい。
（40 代男性）
非常事態宣言の判断、その後の対応は、けっして早くはない。民
間企業、
学校も含め緊急時に迅速な対応ができるシステムを構築
して欲しい。
（60 代男性）
野党は、与党の考え方を否定ばかりせず、国民のためになること
は、賛成してほしい。与党も、野党提出法案について、国民のた
めになることは、賛成してほしい。
（40 代男性）
コロナウイルスへの対応から見ても、今の日本政府に、国民の命
と生活を守る意思が感じられない。私は学生だが、アルバイトは
無くなり、ずっと家にいる状態で精神的にも辛く、生活が困難に
なっている。私と同じか、もっと悪い状況に陥っている学生は沢
山いるのに、私たちへの具体的な支援が示されていない。また、
一刻も早い支援が必要な中、
憲法の改正に言及する政府に対して
は不信感がある。
（20 代男性）
今回のコロナに対する対応において、
全くリーダーシップがとれ
ていなかった。決断力に欠ける。クルーズ船における初動対応に
はじまり、専門家の招集も遅く、ワイドショーのほうがよっぽど
情報収集にたけ、信頼しやすい。NHK で毎日定時刻に政府のコロ
ナ対策チームが現状などを報告するなど、
透明感のある政治をし
てもらいたい。政府が 3 密を要請しているにもかかわらず、政治
家はずっとマスクもつけずに会議をしている様子が日々流れ、
国
会中継をみても、
今それをしなくてはいけない案件か？と思うこ
とも多々。
誰がコロナのことをしているのか？？とずっと不安で
あった。
緊急事態宣言もおそすぎる。
私の家族は持病持ちが多く、
2 月末から緊急事態宣言と同等の生活を送っている。子供達も小
学校には行かせなかった。私の感覚では、今が 1 番安全かなと。
ようやく人々が出歩かなくなった。
これを特別措置法が通ってす
ぐにしておくべきであった。
そうすればゴールデンウィークあけ
には経済活動が再開されていた可能性も高い。
小学校を休みにし
た時は評価したが、
それ以降はまた落胆せざるをえない政府の対
応に今後の日本の将来を悲観するばかりです。
（40 代女性）
`・多くの国民は、外出自粛や休業要請に歯を食いしばって耐え
ているのだから、
その期間を絶対延長させないという覚悟をもっ
てもっと厳しくして良かった。
・感染者数ばかりが報道されてい
るが、
検査数の実数がわからないので沈静化しているのか判断で
きない。
もっと国民にも判断できるような実態をそのまま伝えて
もらいたい。
（60 代男性）
全体的に定量性がない。定性的な発言なら誰にでもできる（30 代
男性）
給付金は出し渋るのに、税金などの徴収金に関しては、スムーズ
なのか！国民の心情を全くわかっていない！（40 代男性）
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誰が政治をしてもなるようにしかならないし、
様々な理由からで
きないと思う。一般家庭に生まれた時点で、すでに人生負け組な
国。
（30 代男性）
野党は建設的な主張をすべき与党はもっと、
主張を堂々と展開す
べき（70 代女性）
自民党支持者ではないが、任せられる政治家が誰もいない。
（40
代女性）
デフレである日本にとって必要のない緊縮財政を固持するがた
めに、国民の生活を壊していく今の政府に失望してます。誰のた
めの政治なのか、ここまで国民の生活が疲弊してても、まともな
政策を打ち出せない政府は必要ないと思います。
（40 代女性）
大阪知事や北海道知事の対応の早さにとても感心した。
政府に関
しては国会議員の報酬を何割かカットするやボーナス無しなど
をすれば給付金の増額や医療関係者、
保育関係者への手当てなど
に当てられると思う、
国会の中でも野党からそう言った指摘が出
てるのにそれが公にならないのも政府への不信感につながって
いる。
（20 代男性）
国会中継にて、政党の批判やあら捜しを、得意げに、訴えている
議員、もっと今、しなければ、ならない事、大事な事あるでしょ
うと思い腹立たしさを、感じる、こんな、議員に、税金使うのか
と思うと、腹立たしい。今、何が、国民に必要か、考えて国会で、
ヤジを飛ばしてる議員さん！幼稚園の園児の方が、知的ですよ。
（60 代女性）
平和時と非常時の切り替えのできないへいわぼけ内閣、
せめて台
湾を見習ってください。なお与野党ともに悲しい状態です。
（70
代男性）
この度の、世界的な新型コロナウィルス感染拡大により、鮮明に
判明したことは、与党野党とも、日本の国会議員は全く当てにな
らない・したがって、極々小さな政府とすることにより、国会議
員の大幅な削減を執り行い、地方自治・地方分権を拡大推進して
いかなければならないことを、
より明確に確認することができた。
当方、親愛なる産經新聞の読者であるにも関わらずですが・・・
あしからず（60 代男性）
何をするにも政治家達の意見や法律があって総理の一言で決ま
らないのでしょうか？総理ってなんですか！？（60 代女性）
海外での感染が広がっている中、
日本は感染しないという油断！
法律が邪魔して公共交通機関や道路の隔離がが出来ないこと、
強
制力がない事が問題！コロナが蔓延してるなか(議員さんか花見
をやってた)など、くだらないこ事を話なしをしているから一手
が遅い気がします。災害時ぐらい一致団結して欲しいです。
（20
代男性）
動きが鈍い（20 代男性）
経済、生活、教育、自営業者の生活と経営、精神、医療、全てダ
メになりなんとかしないと…の前になんとかなる予測の上の備
えや経済、教育全てに対応策がなくドタバタなのはひどい。計画
とどんな時もある程度大丈夫な対応策があって欲しかった。
無計
画に残念。
ちなみに自営業者は良いことだとは思うが雇用の面で
30 時間以上の人は社保を全て入れなければならない時給に関係
なく高い業種も低い業種も 30 時間で社保に入れなければならな
い事は働く側も雇う側も大変な費用がかかっている。
そこにコロ
ナウィルスなど、
アルバイトする学生も少なくなり仕事もなくな

り傷に塩塗っていて本当にきつくなっている。また、できること
ならば高校生まではほとんどの子供たちが進む道になっている
のであれば私立も公立も無償化を高校生まで、
また給食費も公立
も私立も最低限の同じ金額を出して欲しい。
そもそも収入に応じ
て上限があることが多いが親の借金や仕事上の返済などを持っ
ている人も多いので収入の上限を設けるのはどうかと思う。
だっ
たらやむを得ない借金以外を抜かした純利益で計算して上限を
もたらしてください。そして中小企業には 30 時間を超えて社保
を入れるのではなく 200,000 以上の収入の従業員は社保に入れ
るとしてほしい 900 円位で 30 時間で社保に入れると手取りが少
なく従業員も悩んでおります。このようなのときには 1 ヵ月の
食事、公共料金、学費、は国が最低予算を決めて配ってほしいと
思いました。
（40 代女性）
他国に比べて死亡者数が低いのでよく押さえ込んでいると思う。
対応をスピーディーにしてほしい。野党は批判ばかりで残念、対
案を出し議論してほしい。
（30 代女性）
官僚も政治家も国の未来や、全国民を考えた政策より、地方の自
治権を考えず、
権益保持の手前味噌ばかりをしている姿は見苦し
い。また安倍首相の埃のモリカケ、サクラばかり追っている野党
はもっと見苦しく無能。
（70 代男性）
全てにおいて、政府の行動が遅い。特に、安倍さんは、やるべき
事をやらずにやらなくてもよい事ばかりやる政権だ。
（60 代男性）
悪くない事を悪いと言うのに悪い事を悪くないと言う。
（30 代男
性）
新型コロナ対策では安部政権はもう要りません。
新型コロナ対策
については韓国の対応を十分に見習うべきです。
出口戦略も具体
策がなく全く信頼できない。また、国会議員は人員も給料も半減
にすべきです。以上です。
（60 代男性）
外出自粛を国民に強いてながら、
昭恵夫人が自由に出回るのを知
ると、GW を潰して家に留まるのが馬鹿らしいと思う。不要不急
の最たるものであるパチンコが政治的に野放し（守られている）
ように感じる。家に留まるのが馬鹿らしいと思う。そもそも中国
からの観光客を春節前にシャットアウトするべきであった。
それ
を今になって国民の外出自粛に転嫁した。
家に留まるのが馬鹿ら
しいと思う。WHO のテドロスを引きずり降ろすよう働きかけない
のは何故か疑問。麻生太郎は日本の政治に必要ない。
（30 代男性）
批判の意見もたくさん聞きますが、
取り組んでいることに関して
は受け入れたいと思っています。
何故なら完璧なことなどないか
ら。
（50 代女性）
政治家の意識が国民のそれとかけ離れせ過ぎていて、
本当の意味
で国民の代表ではなくなっているのではないかと思う。
政治家の
意識が国民の意識とかけ離れ過ぎていて、
本当の意味での国民の
代表ではなくなっていると思う。
（60 代男性）
野党のポンコツぶりがひどい。
こんな体たらくでは自民党を倒せ
ない。政党助成金、企業献金のダブルインカムをなくさないやつ
らは嘘つきだ。
（40 代男性）
自民党を支持してましたが、
今回の対応での安倍さんの酷さに怒
りを感じてます。やはり、モリカケ、桜を見る会など、中途半端
な対応を続けた首相を放置したツケが、ここに来たのかも。自民
党に票を入れたことを深く反省しています。
（30 代男性）
政治屋ではなく政治家を求む（60 代男性）
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国会議員が仕事しない国である事が今回のコロナで分かった批
判はするが、建設的な発信を聞かない（50 代男性）
多くの事において、危機感が薄い。税金使い過ぎ。もっと削れる
所があるでしょう！ （40 代女性）
緊急時のみでも良いので録画済みの政府広報、
国会中継をノーカ
ットで 24 時間流し続ける TV、WEB チャンネルが必要。切り取り
報道はあるのは仕方ないが比較のために必要。
事を選ぶべきは日
本国民自身であるために選択機会と情報が常に流れていても良
いと思う。
（40 代男性）
コロナの検査をしてくれない、マスクなどの転売に対する対応、
ロックダウンしない、など問題ありすぎる（30 代女性）
決断力のなさに危機感を感じます。
（70 代男性）
マスコミは、
いったい何を目的に報道して何がしたいのか分から
ない毎日新聞朝日新聞は、
どこの国の新聞社なのか？ええ加減に
せなあかんわ！（50 代男性）
もっと現場の意見を尊重して素早く対応して欲しい（50 代女性）
現政権は特に信頼できない。森友・加計・サクラ・公文書…疑惑
だらけの中での今回の新型コロナウィルス感染拡大、
具体的な数
字とデータも提示せずに緊急事態宣言の延長で、
何を聞いても言
葉が軽いと思うのは私だけでしょうか？うわべの精神論で通す
のはやめてほしい。
（70 代男性）
時代についていけない古い考えを持った政治家達。
今の政権では
日本は終わるね！（40 代男性）
現政権の新型コロナウイルスに対する対応は、
全てが中途半端で
あると感じる。
優先すべきことをしっかり決めて舵を切れていな
い。経済対策も、感染症対策も中途半端である。また、野党につ
いてもこの非常事態に政権批判を続けているのはどうかと思う。
国会中継を見ていても、
日本維新の会や国民民主党の玉木代表以
外の野党は、
政権の示す案に批判ばかりで対案や提言がいい加減
である。否定をしたり揚げ足を取るのではなく、何をどうすれば
実現可能であるか、
理想論ではなく政権与党に提示していただき
たい。参議院予算委員にて、大串議員のマスク発注に対する質疑
が一番腹がたった。
マスク配布と癒着という話は全て収束してか
ら質疑をするべきである。非常事態の最中に、貴重な予算案の話
をする時間を使って、
すでに行われた対策について無駄な政権批
判をすることに疑問が大きい。
（20 代男性）
政府、国会議員は、腹を括った政治をしていない。スピード感が
無い。決断力に欠ける。知事レベルの方が、住民に目を向けてい
る。
（60 代男性）
野党は反対だけ、与党も国民の事をもっと考えて欲しい。
（60 代
男性）
消費税を一時的にゼロにして景気第一（60 代男性）
気概がない印象。周囲を見回してから、それらしい事を言ってそ
う。しがらみ多すぎな政治家ばかりなのでは？つまり、政治家の
大幅な入れ替えが必要。
（30 代女性）
仕方ないとは思いますが余りにもタイムラグが有り過ぎですし
なんにつけ手々付きが難しい過ぎる。
（60 代男性）
拘束政治にならないような、
柔軟な対応ができる政治を求めます。
（50 代男性）
合理的な説明が足りなく、国民を馬鹿にしていると感じる（40 代
男性）

日本で緊急事態宣言は必要なし。集団免疫にするべきだった。失
業者 36 万人。これからさらに増加するだろう。国も知事たちも
お気は確かか。
（40 代男性）
全く頼りにならず不信感しかない。
（30 代男性）
ます、延長は妥当だと思います。僕は自営業で量販店の工事スタ
ッフをしています。従業員は 3 人の小さな会社です。僕たちの仕
事はエアコン業者なので 4 月頃から 10 月頃まで仕事を休まずし
て冬の為に貯えて冬は貯蓄でやり過ごすとゆうスタイルの業種
なんですが今年はコロナのせいで仕事があまりありません。
貯金
もつきそうです。ですが、6 月末まで出すべきだと思います。解
除したとたん増えるのが目に見えてます。
だからワクチンができ
るまで待機希望。もちろんお金は配って下さい。だけど後から回
収できるようなやり方じゃなくて、
、今は出すだけ出すべきだと
思います！あとから必ず経済が回るのでそこで回収して下さい。
あ、あと公庫の審査の仕方がわかりません。難しい。
（30 代男性）
人の気持ちが分かるリーダーを求めてます。
（60 代男性）
危機管理が問われる事態が生じた際、
安倍総理や麻生財務大臣兼
副総理の責任感の無さが際立つ。加藤厚労大臣も、全く統制力が
無く無能さを露呈している。
（50 代男性）
未来の時代を生きるのは若い人達だから、
方向性を決めるのは年
寄りではなく決断力のある若い政治家に任せる方がいいと思う。
（60 代女性）
低所得では無いものの 旦那 息子が 1 ヵ月に渡り休職して居
ます。
会社保証は有りますが収入減でも 固定資産税が直ぐ目の
前です。
給付金についてももう少し早く決定していたら もっと
安倍首相のイメージはアップしたはず（50 代女性）
外出自粛をこんなにも厳しくやる必要を感じられない。
大切な時
間や機会を奪われてる人がたくさんいる。
緊急事態宣言や自粛推
奨をし過ぎることで、市民の恐怖を煽り、買い占めや転売、村八
分、
ストレスや金銭面での不安による自殺などのトラブルも起こ
っている。回復の兆しや病院対応の余裕が見えることで、やる気
や余裕がうまれると思う。
経済回復や保証による安心をもう少し
得られる報道等が必要に感じる。
（20 代女性）
どの政党も、いまいち、党に対しての、自覚と責任感が無いよう
に感じます。自分達の面子と欲得ばかりで、政治に対して意欲を
感じません。市民の事よりも、党の事ばかりで、政治に真剣に向
かい合っていません。今回のコロナウイルス観戦に関しても、自
民党は十分に市民のために、仕事をしているとは思いません。何
故なら、
対応が遅すぎます。
他の党にしても、
なにもしていない。
各省庁にしても、テレビやネットでは、市民のために色々こなし
ているように見えますが、ハードルが高過ぎて、対して使えない
のです。厚生省でも、流していますが、東京都と、地方では、対
応が全く違うのですから、私は観光に携わって居たのですが、2
月 1 日に解雇されてから、収入が無いのですから、私からすれ
ば、宣伝にばかりお金を掛けないで、宣伝するなら、するだけの
事はしてほしいですね。まあ、調べてみれば解りますよ。
（60 代
男性）
コロナウィルスの感染者数を煽り、国民を不安に貶めている。専
門家会議は、なんの専門なのか分からず、感染を防ぐことしか頭
にない。感染経路は、人から、物から、空気からの 3 点をまず抑
え、防御方法を伝えるべきなのに、いまだに感染経路不明と不安
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を煽っている。経済政策を含め、大臣は、専門家会議に振り回さ
れ、感染経路が不明な中で、院内感染を防ごうとする医療従事者
に対しては敬意しか無い。
（40 代男性）
国のために働いている身なので、
全国統制で自粛期間を設けるこ
とに大賛成です。
（18・19 歳男性）
安倍が国難害悪 全く許せないです。
麻生も同類 国民のための
政治を全くしていない 決断力も説得力も判断力のかけらもな
い 絶対に許さない（50 代男性）
やることが大概後手ばかり。
政治家は金があるから余裕だが一般
市民は死活問題ばかり。
麻生さんはなるべく出てこない方がいい
と思う。
正論語っていてもあの表情と口調に苛立ちしか湧かない。
安倍さんは大変だと思うがこんな時だこそ先手をとり速やかに
実行してもらえればありがたいです。
（40 代男性）
長いものに巻かれず、個人の利益を重んじない人に、私もなりた
いと思います。
（30 代男性）
判断が遅い。消費税が高い。政治家の給料カットしてほしい。
（20
代男性）
今回のコロナ問題では、私は共産党ではないが、弱者に寄り添う
考え方に共感した。
政治家のレベルを普通の生活水準に戻してほ
しい。阿倍、麻生では、品のいい日本は作れない。日本の文化、
常識が通用する国造りを願う。
（70 代男性）
政治家には品位を求めます。
（70 代女性）
時間と税金を効率的、効果的に使って欲しい。短期的、中期的、
長期的に対応策、展望を明確に教示してほしい。
（30 代男性）
さらなる透明な政治を望む（60 代男性）
安倍さんはもう辞めていただきたい。世代交代をしてほしい。年
寄り政治家やくだらない政治家はいらない。
（30 代女性）
具体的な政策が欠けている。
特に日本の政治家に言えることは政
策内容は強調するが、時間軸（いつまで）などを明確にしないの
でタイムラグが発生し世間との温度差が生じている。
全ての政策
が事後処理的な政策で未来志向的な政策がない。
（40 代男性）
細かい事がわかりません。
どういう政策をしたら結果どうなるか
もっとわかりやすくして欲しいです。
私なんかは知識がないので
製作に対してのメリットデメリットがわかりません。
（20 代女性）
・子育て世帯への補助を拡充して欲しい。
（少子高齢化の割に産
んでも経済的メリットが少なすぎる）
・若い世代のへ妊活補助を
完全無償化としてほしい。
・引き続き現在の外交政策を続けてほ
しい。
・年金制度が崩壊しており、真正面から改革を取り組み、
若い世代が感じている将来に対する不安を払拭してほしい。
（20
代男性）
早期の憲法改正をのぞむ。マイナンバー制度の充実（40 代男性）
自民党には何も期待していない。しかし野党はさらに酷い。
（40
代男性）
柔軟に専門家の意見を取り入れ検討してもらいたい（40 代女性）
皆さん高齢過ぎる。世代交代が必要な時期に来ている（70 代男
性）
もう少しコロナの対策側に重点をおいて、
政策を行ってもよいと
思う。経済に寄りすぎな感が強い。
（40 代男性）
一刻も早くコロナ感染対策、
緊急事態措置の影響で生活に困って
いる方にお金を届けて下さい。
（50 代男性）
自民党は支持しない。
（40 代男性）

上げ足を取りあう討論を見てると、
時間の無駄だと感じてしまう。
（30 代男性）
アベノマスク等、誤った判断もあるが、全力でとりくんでいるよ
うにおもう。経済政策も良いが一過性の取り組みでなく、長期継
続可能なビジョンを持った政策を検討してほしい。
お金には限り
があるので。
（40 代男性）
配布されるマスクについては、
何故あのような昔仕様の物になっ
たのか説明して欲しいです。説明がないからこそ、阿部政権への
不信感が募ってしまいます。
（50 代男性）
憲法の基本的人権保障をもっと活かし定着させる政治をしなけ
ればならない。
（60 代男性）
もっと早く緊急事態宣言を出すべきだったと思う。
発言が曖昧で
信用できない。
PCR 検査をもっと積極的に行うべき。
（30 代女性）
公共の利益の為に、働くことがわかっていない。
（50 代男性）
反対しか言わず代案を出せない野党が情けない。
言葉の揚げ足を
取るのに一生懸命なのもみっともない。
国が一丸とならなければ
いけない時に足を引っ張るのではなく、
有効な政策をどんどん提
案して欲しい。
（50 代男性）
対応が遅い（20 代男性）
何事も、決断が遅い（60 代女性）
吉村大阪知事のように問題に対して誠実に向き合い、
スピーディ
に対処するような人にトップに立ってもらいたい！（50 代女性）
対応が遅過ぎる。
（50 代男性）
2 大政党が必要だと思っているが、これだけ機会がありながら、
支持を得られない野党が残念でしょうがない。
どんなに正論でも、
自分達の理にかなわぬ発言はいっさい認めない。
こんな小学生の
喧嘩レベルの対応で支持をもらえるわけがない。
政策には政策で
反撃してほしい。
（50 代男性）
曖昧な指針が多い上に、対応が遅いです。専門家の意見を聞きな
がら柔軟に対応と言っていますが、
専門家は今の状況をなんと言
っているのか詳しく知りたいです。また、どうなれば解除できる
のか明確に示してほしい。示していただけたら、国民全員がそれ
に向けて我慢すると思います。また、自分は教育現場で働いてい
ますが、ぎりぎりの発表が多く、短時間で組織や対応づくり、年
間の日程調整を行うことになり、たいへん多忙になっています。
もっと発表が早く、実行までの猶予があれば、もう少し余裕をも
って対応できます。さらに、学校の 9 月はじまりについて早く判
断してほしいです。学校を始める県もあり、さらに地域格差がう
まれてしまいます。また、このまま夏休みなしで授業をすすめる
となると、来年の行事が行われなかったり、子どもへの負担が多
くなったりし、
教育活動としての学校が塾と同じ状況になってし
まいます。難しい状況だとは思いますが、英断願います。
（30 代
男性）
コロナウィルスがいつ強毒化するかもしれない状況下、
諸外国並
の強制と罰則を伴う感染症流行時の行動制限措置を可能にする
立法化の動きが活発にならないのは残念である。
憲法改正の議論
といい、
国民の安全と健康を脅かす緊急事態に適時に対処するた
めの立法の議論が進まない政治状況を切に憂う。
（60 代男性）
小選挙区になり権利が集中しすぎた。
（50 代男性）
緊急事態に対する対応力に不安を感じる今後このような事態が
発生した際にはこの経験を生かして改善して欲しい（40 代男性）
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初めての事態で大変だと思う。頑張ってほしい。
（18・19 歳女性）
安部総理が中小企業に自粛要請しながら、
お金を手当てしないの
はおかしいと思います。
（60 代女性）
お金や労働人口がある程度確保できる地方行政の方が元気があ
って、判断が早いように見える。国は組織が大きすぎるのか動き
が悪い。緊急事態に国があてにならないことがわかった。また、
私の勤務先である、とある省庁は、緊急事態宣言が出ても出勤を
7 割以下に減らせていないのが現状だ。国家公務員こそもっと率
先して紙文化、押印文化、電話対応、対面至上主義をなくしてほ
しい。
（30 代女性）
今回、特に感じたが議員数減らすべき。もっと現場で支援に当た
ってる人たちの人手が足りないことを考えるべき。（50 代男性）
何事にも対応が遅いと思う対応したとしても観点が違っていて
国民が願っているような対応を取ってくれない（20 代男性）
権限委譲が遅すぎる。PCR 検査は、民間の臨床検査会社に任せる
など対策を早急にできるように取り組んでほしい。
（50 代女性）
国の借金という言い方はやめるべし。
今出さなくていつ出すのか。
（50 代男性）
政治家は半分にすべき。
野党のみなさんも政策を提案していただ
きたい。
（70 代男性）
国民主権、国民を守る政治が、出来ていない。
（60 代男性）
全てが遅い。もっと大胆で思い切った制作を！（40 代男性）
自民党にリーダーシップをとって欲しいと思いますが、
後手でも
っと早い決断と強い指導力があればここまで長くなることがな
かったのではないでしょうか？日本はもっと先進してると思っ
てましたが残念です！韓国にも医療面で大差を感じるなど頑張
れ！日本！（60 代男性）
政治家も頑張っているのに皆んな文句言い過ぎ。
文句ばっかり言
うなら自分が政治家になればいい。
（40 代女性）
失望の一言（40 代男性）
何でも反対の野党はいらない。
（70 代男性）
何をするにも判断が遅過ぎる何かに怯えている感じがあり、
一刻
を争う時に判断が遅いので、
余計なことまで後になって考えてい
かないといけなくなる（40 代男性）
医療現場だけでなく、その裏には保育、学童保育で頑張っている
人たちがいることをわかってほしい（20 代女性）
一番は、政治屋ではなく政治家の方だけでいいです。生活のため
に政治屋をしている方は必要ありません。政治家として、思想の
違いはあって当然だと思います。でも、ベクトルはすべての国民
です。コロナの対応に限るかなら、初めての事なので仕方ないと
思いますが、従前からの準備が少ないように思います。ない方が
いいけど、万が一に備えて推察して備えて欲しいと思います。専
門家何同じ人しか出てこないというのは、
育成してないからだと
思ってしまいます。もちろん、今の方々悪いというのではなく、
大変な思いをして頑張っていただいていると感謝しています。
必
要なところに必要な政策が届くようにして欲しいです。
不自由は
飲食店だけではありません。旅館やホテルだけではありません。
そこを下支えしている旅行会社や納入業者何いることも、
もっと
フォーカスして欲しいです。
私利私欲も名誉欲もあってもいいの
で、それだけで終わらないで欲しいです。
（50 代女性）
あら探しばかりの政治にはうんざりです。
時間を無駄にしないで

ほしいです。必死に納税しています。
（50 代女性）
コロナ対策が遅い。もっと早くに潔く緊急事態宣言を出したり、
支援金の予算を立てたりするべきだと思った。
マスクを作ったり、
郵送したりする費用を薬の研究や、医療関係、その他コロナ対策
費用などに充ててほしかった。
（18・19 歳女性）
このような緊急事態においては民意は関係ないはず。
第一に人命、
第二に生活の維持。選挙や支持率を意識するべきものではない。
マスメディアも政治の良し悪しを報じすぎだと思う。
（30 代男性）
もっと実施している政策等をアピールすべき。
（今回なら健康保
険のコロナに関する特記の変更など）
また野党の質問や態度等は
政治的にするべき。
（揚げ足取りや邪魔をするなどは国税と時間
の無駄）
（18・19 歳女性）
国民の命や生活を守ることを第一に考えている政治とは思えな
い。また、政治家が国民の本当の生活がわかっているとは思えな
い。
（50 代女性）
6 月下旬まで緊急事態宣言を伸ばすべきだと考えいます。第二波
のコロナ蔓延がくるのではと不安を抱いています。
（30 代男性）
マイナンバーカードを全国民に強制して活用するなど、
情報イン
フラの高度化が急務だと思う。
医療物資の不足を考慮して布マス
ク配布を決めた安倍総理を、
揶揄するような論調には疑問を感じ
る。
（60 代男性）
仕事を失って困っている方に直ぐに支援の手を。
（70 代男性）
織田信長のような失敗を恐れず、
自分の意思をつらぬく政治家が
出てきてほしい。
（50 代男性）
税金の使い道が他の国よりも明確になっていない、
中途半端な感
じがする。
他の国のように高くても医療費や教育費などが無料に
なったり、より生活しやすくなるような工夫がされている。年金
について若い世代の将来の不安が大きい。
もし今大地震が起こっ
てしまった時に、
経済的、
医療的、
社会的などの対策はあるのか。
（20 代女性）
もっと国民目線でコロナ対策をして欲しいです。
すべてにおいて
対応が遅いと思います。
（50 代男性）
自分の事しか考えてない、
危機管理能力が全くない安倍内閣には
早くやめてほしい（30 代男性）
総理の判断力が試されている中、
行動が遅すぎて非常に残念に思
います。
（20 代男性）
政治家は国から給料を貰わず、国民と同じ様に、自分で本業を持
ち、活動に応じて、高額でない謝礼を貰う様にすべきだ。そうす
れば、国民の痛みも、同じ様に感じられ、今回の、小さくて使え
ないのに費用だけ半端無く掛かり過ぎの無駄なマスクの様な、
国
民の血と汗の結晶である税金を、どぶに捨てる様な真似は、決し
て出来ないと思う。そうすれば、同時に、国民の支持も得られる
と思う。今回のマスクの様な失敗をしない為にも、もっと、ちゃ
んと国民の声をよく聞いてから、決断や、実行に移すべきだ。耳
が痛い様な反論だとしても、
国民の声である事を、
腹を立てずに、
真摯に受け止め、
自分自身をいつも中立である様に心掛けて欲し
い。それから、首相は、国民が、直接選挙で選ぶべきだと思う。
（50 代女性）
一部の考えでやり過ぎです、95%の庶民の意見が届いていない。
（50 代男性）
日本の指導者の能力の無さに失望した。
もはや発展途上国以下の
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更新国並のレベルに多くの国民は気がついたと思う。
（60 代男性）
マスコミが不安をあおるデータしか出さない。例えば、80 代以
上の高齢者が感染すると、
ほとんど重症化するような印象の報道
が多いが、
データを見ると高齢者でも重症化の割合はパーセンテ
ージから言うと低い。
若い人と比べると高いのはそのとおりです。
ただ、
今は高齢者が感染すると、
皆死亡みたいな報道がほとんど。
政治家は実態をきちんと伝えてもらいたい。でも、わかってても
無理なんでしょうな。
（50 代男性）
権力の座はながすぎた劣化です（70 代男性）
日本の政治家の不作為責任が重いやるべきことをやれていない
大臣の任命の責任のなさ 適材適所といいながら一番頭が柔らか
くあるべき AI 担当にまるで知識のない人を選任する無責任（70
代男性）
危機意識、当事者意識が圧倒的に欠如してる。
「日本のために」
身を賭するつもりがないのなら即時お辞めいただきたい。
（30 代
男性）
国が統一的に基準を示すべきこと、
地方の実情に応じて地方に任
せるべきこと、
こういった判断が現場の肌感覚と違っているよう
な気がします。東京都と神奈川県など、近県で休業要請に伴う協
力金の額が異なることなどはありえないと思います。
損失をすべ
て補償する必要はないと思いますが、
休業要請には一定の協力金
は必要不可欠です。
（50 代男性）
トップリーダーの緊急時に対する指導力がない。
事なかれ主義の
霞ヶ関、
権威主義の医師会などの衆愚リードは終戦直前の大本営。
シッカリした保守若手リーダーを期待したい。
（70 代男性）
野党が役に立っていない。野党の議員は全て辞職すべき。また、
コロナ初期に防疫関連の品を中国に送って日本に多大な損害を
与えた二階堂は全ての責任を持って政界から完全引退すべき。
中
国に配慮する必要なんてないのだから、
するべきことは早急にす
べき。
（30 代答えない）
縁故主義や世襲の蔓延る日本の政治ではコロナ危機に上手く対
応できないし、明るい未来への展望は難しい。
（60 代男性）
性根をもって、
自信を持って、
批判を恐れず立ち向かって欲しい。
マスコミ、野党は信頼に値しない。
（60 代男性）
まず、政府の初期対応が遅すぎる。中国武漢での感染が広まって
いるのに外国からのシャットアウトが遅い。
その為にコロナウイ
ルスが広がってしまった。給付金についても、遅い。休業補償も
しない。学校の休業も突然過ぎて、現場は大混乱。アベノマスク
なんていらないので、466 億円を医療支援に回せばいいのではな
いか。安倍首相のリーダーシップの無さが露呈しただけ。ドイツ
のメルケル首相みたいに自分の言葉で、
国民にちゃんと正直に分
かるように説明すれば、もっと国民は納得いくと思う。国会議員
は、月に 2,000 万の歳費をもらってるので、一般国民のことなん
て、どうだっていいと思っているようにしか見えない。まず、官
僚の意見じゃなく、国民の声を聞け。
（50 代男性）
国の対応が遅いし、薬・ワクチン開発、医療関係への支援も見え
ない。完全に諸外国から後れを取っているし、それが解っていな
い。首相自身か理解していないので、策も理想も無く、自身の言
葉が無い。
（50 代男性）
自民党などの新自由主義路線の破綻が新型コロナウイルスであ
らわになったとおもう。
安倍政権には国民の命と暮らしを守る本

気度が全くたらないと感じる。
（40 代男性）
民主党がいらないまともな行動に対して揚げ足取りばかりに見
える妨害行為ばかりの中で政治を行う安倍さんを尊敬します日
本国のための政治をする人を望みます反日政治家を一掃してほ
しい（30 代男性）
即決出来る判断を求める。
有事の際(他国の侵略等)今回の政治判
断の遅さに凄く不安を感じる。
だが政治を任せるとしたら自民党
しか選択出来ないのが情け無い。
他の政党はそれ以上に情けない。
だから自民党を支持する以外選択肢が無い。
（50 代答えない）
多少リスクがあっても、早め早めに決断してもらいたい。
（30 代
男性）
政権は様々な立場の人々の生活に対する想像力が圧倒的に欠如
している。というか、実態をきちんと知り、伝える必要がある。
もっと世間の声を聴くべき。
世間の中から参考になる意見が出て
きているはず。
つまらない恥とかプライドとかはどうでもいいか
ら参考になるものは吸収してほしい。
（20 代男性）
マスクを配る必要は無かった。未だに届かないし家庭で 2 枚は
足らない。
（40 代男性）
時勢についていけていない。
トップの取り巻き(大臣)が能力不足。
政府は民間からもっと積極的に登用すべき。
野党も素養がなく世
間知らずの議員が多い。
（40 代男性）
今回のコロナウィルスでわかったことがある。資本主義、経済の
脆弱さであります。今後、コロナウィルスの蔓延、自然災害の大
規模可等、いつまで、莫大な予算を投入し続ける事ができるの
か？大きな選択を迫られているようでならない。
（40 代男性）
普段から国会での様子を見ていると、
国民の代表だとは思えない
ような態度・対応・内容での話し合いで、心底呆れます。
（20 代
女性）
利権団体による集票が強く、民意が反映されていないと感じる。
直接民主制を限定的にでも構わないので、実施出来ないものか、
もしくはそれで利権団体の意見ばかりが通らないようにして貰
いたい。
（40 代男性）
今回のような緊急事態では、
震災国の日本が培った自治体レベル
での対処の速さは発揮されたと思うが、
国会もその時間を猶予と
考えず、より早く方針、決定を下せるよう、柔軟な制度体制を構
築していって欲しい。
（20 代男性）
言いたい事は山ほどあるが、とりあえず、政治家の皆さんには 1
ヶ月庶民レベルの疑似体験などをしてみてほしい。
家賃と人件費
を払いながら飲食店を構える店主のひと月の経済事情とか、
夫婦
で共働きをしながら住宅ローンを返し、税金を払い、子供 1 人を
育てるのにどれだけお金がかかるのか等。
そしてそれらが今コロ
ナの影響によりどれだけ重くのしかかる事態になっているのか。
あまりに庶民とはかけ離れた生活をされている人達に国政を任
せていることが、虚しくなってきます。政治家ばかり高給過ぎま
す。血税の上に成り立つ「国政が仕事」なのですから、それに見
合う事をして下さい。
末端の庶民にも実感できなければ自画自賛
していたって意味がない、そう思います。
（30 代女性）
新型コロナウイルスへの対応を見ても、
政府与党は対応が後手後
手にまわっているくせに野党の意見はことごとくはねつけるか、
あるいは無視したふりをして似たような案を自らの案として提
出し手柄を横取りしている。野党はあまりに軽視されているが、
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その原因としてそもそも野党の持つ議席や権限等の力が小さす
ぎる。
（20 代男性）
死亡率の観点から日本は上手く対応していると思う。
（40 代男性）
対応が遅い全てが後手にまわってる（20 代男性）
自民党は、党の事や総理の事ばかりで国民の事を考えてない。憲
法改正ばかりでいっていて進まない。
特措法を使って実効性のあ
る対応を行うべきだ。PCR 検査も疑わしい人には、実施すべきだ。
検査数が 20000 件に全然届かない。アビガンについても早く使
用認可をすべきではないか？安倍内閣は、対応が遅い！（60 代
男性）
一律にお金を配るより体力のない中小企業、
年収が一定以下の個
人への給付金を拡充してほしい。又、消費税を含め、税金に対す
る免除を検討するべきではないか（30 代男性）
現政権は「国民」より「国」を大事にしているように感じる。外
交と大企業を優先し、一般国民の生活はその次である。今回の新
型コロナ対策では、ぜひとも国民優先でお願いしたい。
（50 代男
性）

