
Q2 新型コロナ感染症の広がりで、あなたの生活は変わりましたか 

2）どんな対策が必要と考えますか。 

 

医療従事者へのフォローと医療体制の拡大 

【20 代／女性・会社員】 

 

給付金 

【20 代／女性・会社員】 

 

経営者に必ず伝わるようにテレワークや時差出勤を推奨してくれないと意味がない。 

【20 代／女性・会社員】 

 

飲食店等の休業補てん、税軽減、社会保障（若年向） 

【20 代／女性・会社員】 

 

経済支援 

【20 代／女性・会社員】 

 

家族のいない人が孤独にならないようにすること。友人と気兼ねなく会えるようにすること。 

【20 代／女性・会社員】 

 

必要としている人全員がワクチンを受けられる体制 

【20 代／女性・会社員】 

 

1 ヶ月のロックダウン並の自粛。緊急事態宣言では若者は自粛しない 

【20 代／女性・会社員】 

 

国民給付金 10 万円以上 

【20 代／女性・会社員】 

 

国がもっとしっかり対策して欲しい。医療従事者としてはやってられない 

【20 代／女性・会社員】 

 

一人暮らしの人に向けた何か 

【20 代／女性・会社員】 

 

テレワーク実施企業へのインセンティブもしくはテレワークのための費用補助 

【20 代／女性・会社員】 

 

住宅費高い 

【20 代／女性・会社員】 

 

給付金の支給・税金免除 

【20 代／女性・会社員】 

 

テレワーク用の公的施設の設置 

【20 代／女性・会社員】 

 



コロナ禍の出産で母・父親学級等もなく、子どもを連れて外出も不安があり、家で２人きりで過すことがほとんど。一時

保育等を利用してリフレッシュしたくてもこの中で受け入れしていないこともあり、少しつらい 

【20 代／女性・公務員】 

 

生活困窮者へのスムーズな支援 

【20 代／女性・公務員】 

 

休業とその損失補てんの後押し 

【20 代／女性・アルバイト】 

 

不確かな情報や、不安をあおる報道の仕方について対策して下さい。 

【20 代／女性・アルバイト】 

 

早急な休業支援金の給付 

【20 代／女性・アルバイト】 

 

家賃補助 

【20 代／女性・自営業】 

 

若者を標的にするのをやめてほしい。若い時期の大切な機会を最も奪われている 

【20 代／女性・学生】 

 

生活必需品を買いやすくしてほしい（割引券、配付等）。学生への支援がほしいです。 

【20 代／女性・学生】 

 

休園・休校の措置、ロックダウン 

【20 代／女性・主婦】 

 

期限を決めてしっかり対策してほしい。長々だらだらやらないでほしい。 

【20 代／女性・主婦】 

 

金銭補助 

【20 代／女性・その他 就労移行支援利用者】 

 

ワーキングプアも救ってほしいです。社会保険料の軽減、職業訓練支援、ブラック企業の取り締まりを望みます。 

【20 代／女性・無記入】 

 

マスコミの過剰な報道や、恐怖をうえつけるような報道、現政治家への対応。 

【20 代／男性・会社員】 

 

企業のテレワーク推進 

【20 代／男性・会社員】 

 

コロナに罹患しても安心して休める対策 

【20 代／男性・会社員】 

 

他の区のように一律の給付金が必要 

【20 代／男性・会社員】 

 



単身赴任は帰省してよいか。孤独対策のメッセージを発すること 

【20 代／男性・会社員】 

 

給付金の配布 

【20 代／男性・会社員】 

 

⑧および教育（年齢問わず）。一人客の場合は、20 時以降も外食できたら嬉しいです。 

【20 代／男性・会社員】 

 

抜本的な対策の見直し 

【20 代／男性・会社員】 

 

月々給付 

【20 代／男性・アルバイト】 

 

支援金や給付金 

【20 代／男性・学生】 

 

ワクチンの早期供給 

【20 代／男性・学生】 

 

テレワークの推進 

【20 代／無記入・会社員】 

 

給付金 

【20 代／無記入・会社員】 

 

NHK 受信料の廃止 

【20 代／無記入・会社員】 

 

オリンピックはやるのに飲食店は禁止など、不合理な規制の廃止 

【20 代／無記入・会社員】 

 

若者への経済的支援 

【20 代／無記入・会社員】 

 

若者支援 

【20 代／無記入・会社員】 

 

障害者のコロナ対策 

【20 代／無記入・会社員】 

 

10 万円給付金の再交付 

【20 代／無記入・会社員】 

 

文化・芸術のオンライン配信 

【20 代／無記入・アルバイト】 

 

家族とペットと過ごせる場所 



【20 代／無記入・自営業】 

 

演奏会に人を呼びにくい風潮があるので、文化・芸術へのそのようなイメージの払拭 

【20 代／無記入・自営業】 

 

今もなお医療者の差別的発言があると患者から言われたことがある 

【20 代／無記入】 

 

通常営業の全面解禁 

【30 代／女性・会社員】 

 

⑩を一番お願いしたいです 

【30 代／女性・会社員】 

 

東上線地下鉄化 

【30 代／女性・会社員】 

 

光熱水費の一部負担。 

【30 代／女性・会社員】 

 

失業者へのサポート、相談窓口など 

【30 代／女性・会社員】 

 

移動の制限 

【30 代／女性・会社員】 

 

本人がやる気にならないといい 

【30 代／女性・会社員】 

 

（①について）高齢化社会っていわれてるけど老い先短い人間の補助を手厚くする意味と理由がわからん。若い人の方

がこれから長いのに… 

【30 代／女性・会社員】 

 

給付金支援 

【30 代／女性・会社員】 

 

経済活動の活性化・再開 

【30 代／女性・会社員】 

 

マスクの支給 

【30 代／女性・会社員】 

 

現金給付（一律） 

【30 代／女性・会社員】 

 

給付金 

【30 代／女性・会社員】 

 



お互いの批判ばかりしていないで、前に進むためにはどうしたらよいかを、皆で考える社会にしたい。とにかく、自粛、自粛、

自粛…心がすり減ります。ワクチンの接種率を上げて、1 日でも前のような経済活動、2 年前の世界を取り戻したいで

す。 

【30 代／女性・会社員】 

 

障害者の感染対策や発症時の対応強化 

【30 代／女性・会社員】 

 

夏場の学童の弁当→常温保存はどうなのか。レンジはおいてくれてもよい。お金払うので、弁当以外でデリバリー（食中

毒防止）など利用したい。 

【30 代／女性・公務員】 

 

発達障害者の生活、店場所、就労支援など 

【30 代／女性・公務員】 

 

年金の支払額が多いです。社会が高齢者の生活を支えるシステムは変えていかねばならないように感じます。 

【30 代／女性・公務員】 

 

金銭面のサポート 

【30 代／女性・アルバイト】 

 

出費が抑えられるような何か 

【30 代／女性・アルバイト】 

 

１ヵ月全員がまんして隔離してコロナをなくす 

【30 代／女性・自営業】 

 

自己責任論ではなくて社会で支えあおうという意識作り。 

【30 代／女性・自営業】 

 

新しい生活様式は全く必要なし。普通通りの生活を送れるよう、働きかけてください 

【30 代／女性・主婦】 

 

経済支援 

【30 代／女性・主婦】 

 

入院されている方、施設入居者等面会に制限のある方たち、その家族へのサポート 

【30 代／女性・主婦】 

 

学生はリモート授業にする 

【30 代／女性・その他】 

 

子育て世代への支援 

【30 代／男性・会社員】 

 

コロナ対策を作り直すこと 

【30 代／男性・会社員】 

 

現役世代の支援 



【30 代／男性・会社員】 

 

ワクチン接種、休業要請（補償）、テレワーク支援の加速拡大 

【30 代／男性・会社員】 

 

皆が安心して家にこもってられる財政支援 

【30 代／男性・会社員】 

 

オリンピック中止（終わったけれど）、パラリンピック中止。現在の感染拡大の最大の原因はＧｏ ｔｏ ｔｒａｖ

ｅｌとオリンピック。責任者は、小池、二階、菅。野党一体となって、責任を追及して!! 

【30 代／男性・会社員】 

 

テレワーク推進のための具体的施策、強制 

【30 代／男性・会社員】 

 

電子化対応への補助金 

【30 代／男性・会社員】 

 

減税 

【30 代／男性・会社員】 

 

事業者への今以上の休業補償 

【30 代／男性・会社員】 

 

医療の充実 

【30 代／男性・会社員】 

 

生活支援金等補助金の拡充 

【30 代／男性・会社員】 

 

普通に雑談ができる環境 

【30 代／男性・会社員】 

 

テレワーク実施率 7 割を企業に義務化 

【30 代／男性・会社員】 

 

医療と保険局への支援 

【30 代／男性・会社員】 

 

人は仕事しないとダメだということに気づいた 

【30 代／男性・自営業】 

 

リモートワークの恒常的な導入 

【30 代／男性・自営業】 

 

①、②以外の人の居場所 

【30 代／男性・その他】 

 

生活保護支給額の値上げ 



【30 代／男性・その他 生活保護】 

 

もっと社会的距離をとれる対策。区が決められることか分からないですが、これとワクチンを早く提供すること。（最近早く

なったと思います）。例えばスーパーなどで人数の制限。電車もヤバイらしい 

【30 代／男性・その他 大学職員】 

 

感染者への支援 

【30 代／男性・その他】 

 

医療の充実 

【30 代／男性・無記入】 

 

金銭的支援 

【30 代／無記入・会社員】 

 

ワクチン予防接種の予約枠を広げる。(予約整備をする、ネット予約ができる、年齢で区切るなどで予約順番を決める） 

【30 代／無記入・会社員】 

 

コロナ対策の強化 

【30 代／無記入・会社員】 

 

休業をやむなくしている人の仕事の支援や働き口、補償 

【30 代／無記入・会社員】 

 

金銭面のケア 

【30 代／無記入・会社員】 

 

子どもの遊び場所、機会 

【30 代／無記入・会社員】 

 

教育の機会に差を生まない。 

【30 代／無記入・会社員】 

 

ワクチン接種 

【30 代／無記入・会社員】 

 

路上喫煙・飲酒の取り締り、禁止 

【30 代／無記入・会社員】 

 

休業・無職になった方々への補償、給付金 

【30 代／無記入・会社員】 

 

失業者、収入が減った人の支援 

【30 代／無記入・会社員】 

 

ステイホームでも生活しやすい環境づくり。効果的なワクチンと治療薬の開発 

【30 代／無記入・会社員】 

 

消費税削減 



【30 代／無記入・会社員】 

 

マスク強制、ワクチン接種強制中止!! 

【30 代／無記入・会社員】 

 

安全な町づくり 

【30 代／無記入・会社員】 

 

住居の騒音対策、非常識な親が多すぎる 

【30 代／無記入・アルバイト】 

 

もし感染した際の十分な支援と人の目（特に１人暮らし） 

【30 代／無記入・アルバイト】 

 

人の交流を促す新しい方法 

【30 代／無記入・自営業】 

 

学生の学費補助 

【30 代／無記入・自営業】 

 

就職支援、長期対策も必要だが目下の生活支援が最優先 

【30 代／無記入・主婦】 

 

テレワークする場の提供 

【30 代／無記入・主婦】 

 

①狭小住宅の改善大多数の人間は広いパーソナルスペースが心のようにつながって見えるため②女性の避妊ピルカンジ

ダ、性病の市販薬の拡充婦人科が女医希望の場合 3 ヶ月待ちになったりするため③コミュニケーションの仕方心理学な

ど対人関係を学ぶ・学べる場を広めてほしい。子供の心の自衛、上下関係の理不尽からの自衛を当たり前の社会にして

ほしい。 

【30 代／無記入・その他 無職・うつ病治療中】 

 

社会保険料の軽減 

【30 代／無記入・その他 無職】 

 

人々が対等であれること、そういった環境がととのっていること。（国籍、性別、年齢などを問わず） 

【30 代／無記入】 

 

食料の値段上がってる中、仕事のお金も上げてほしい。じゃないと本当に暮らせていけない 

【30 代／無記入】 

 

テレワークの場所、図書館の充実 

【40 代／女性・会社員】 

 

教育の現場への支援 

【40 代／女性・会社員】 

 

まずは皆のがまんにより（外出ひかえる等）拡大をおさえてから対策すべき。 

【40 代／女性・会社員】 



 

上の設問に回答が対応しておらず設問自体がおかしいです。 

【40 代／女性・会社員】 

 

より一層のテレワーク推進 

【40 代／女性・会社員】 

 

独身への対策なんのコミュニケーションもなく、経済支援もなく病気になったら誰もケアしてくれないので高齢者や子供より

死に近いです。 

【40 代／女性・会社員】 

 

必要な人の休業補償 

【40 代／女性・会社員】 

 

電車内の感染対策強化 

【40 代／女性・会社員】 

 

新型コロナの感染対策をもっと強化して、早く収束するように対策を。テレワークを各企業がもっとやりやすくなるように制

度化するなど。 

【40 代／女性・会社員】 

 

子ども、高齢者だけでなく、単身者向けのサポートもしてほしい 

【40 代／女性・会社員】 

 

感染予防についての正しい知識の周知 

【40 代／女性・会社員】 

 

年収が低い人、一人暮らしの人、女性への支援、老人より一人暮らしで仕事している人への支援、30 代、40 代 

【40 代／女性・会社員】 

 

生活費の支援 

【40 代／女性・会社員】 

 

子が多くて所得があると給付対象外！親の所得ではなく子に対して給付してほしい。仕事なくて収入減も大変だと思う

が、コロナで仕事がすごく大変になっても収入が増えることもなく…働かないでゆっくり家で過ごせるのに給付金もらって困ら

ない…私もそちらのほうがよいと思ってしまう…私は子供とゆっくり向き合う時間もない！ 

【40 代／女性・公務員】 

 

公園遊びでの通報が増えた 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

仕事場の支援 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

再度国民への 10 万円給付金 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

収入減対策 

【40 代／女性・アルバイト】 



 

休業要せいするなら、その人達の生活を保証すべし。オリンピック中止、廃止。放送メディアの恐怖をあおる番組や掲示

のとりしまり。放送メディアにもっと人が希望をもてる内容を放送させる。コロナで改善された面もある。コロナ以外で希望の

もてるニュースもある。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

交通ルールの改善、道路の見直し、自転車のルール 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

ワクチンが必要だと言うのならその具体的対策 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

与党のたるんだ根性を叩き直して更生させる←これ最重要課題では？ 

【40 代／女性・自営業】 

 

コロナ感染者を減らす 

【40 代／女性・自営業】 

 

もっと先を見据えて、最悪な状況を考慮し、今からできる準備をするべき。 

【40 代／女性・学生】 

 

みんなが行ける、歩いて行けるお風呂。老人・子供・障害者・浪人生など弱者を枠付せず、主夫・夜勤者など、みんな

が交われる空間、庭町（箱物でない）が必要 

【40 代／女性・主婦】 

 

公園を作る。TV 番組。 

【40 代／女性・主婦】 

 

一律給付金 

【40 代／女性・主婦】 

 

暑い夏でも人と交流できるような居場所。屋外で屋根があって安心して人に会える所が欲しいです 

【40 代／女性・主婦】 

 

オリンピックの中止 

【40 代／女性・主婦】 

 

自民党の政権を即交代（殲滅） 

【40 代／女性・その他 パート＆アルバイト】 

 

雇用支援、雇用政策 

【40 代／女性・その他】 

 

働き方の選択 8 時間労働だけでなく、6 時間労働でも正規職員として働くことができる。 

【40 代／女性・その他】 

 

議員の減給 

【40 代／女性・その他】 

 



ベーシックインカムの政策 

【40 代／女性・その他】 

 

社会保険料の無料化税金の無料化、区民全員へ無償で現金配布。 

【40 代／女性・その他 派遣社員】 

 

青年の居場所 

【40 代／女性・その他】 

 

生活保護の不正受給者 0 人にすること 

【40 代／女性・その他】 

 

消費税廃止 

【40 代／女性・その他】 

 

全ての学校行事が安心して行える流れ 

【40 代／女性・無記入】 

 

◎高齢者のインターネット（スマホ）指導 

【40 代／女性・無記入】 

 

キャッシュレスの促進 

【40 代／男性・会社員】 

 

普通の生活に戻す。 

【40 代／男性・会社員】 

 

緊急事態宣言をなくす 

【40 代／男性・会社員】 

 

ロックダウン 

【40 代／男性・会社員】 

 

飲食店の取り締まり強化 

【40 代／男性・会社員】 

 

早く無免許運転の都議を何とかして。板橋区のはじさらし。都・区の議員さんが給料減らす必要はないと思います。でも

色々なことをやってほしい。 

【40 代／男性・会社員】 

 

収入減の人への対策 

【40 代／男性・会社員】 

 

飲食店への支援 

【40 代／男性・会社員】 

 

コロナのことをもっと知る 

【40 代／男性・会社員】 

 



社会福祉支援 

【40 代／男性・会社員】 

 

コロナ対策よりもオリンピックを優先させた政府への制裁 

【40 代／男性・会社員】 

 

若年層の危機感のなさをなくす 

【40 代／男性・会社員】 

 

暗いニュース、政治家の言葉遊び控え 

【40 代／男性・会社員】 

 

20～50 代の居場所（独身） 

【40 代／男性・会社員】 

 

コロナワクチン接種を拡大 

【40 代／男性・会社員】 

 

終息してからの GoTo トラベル事業 

【40 代／男性・会社員】 

 

「peypey30％還元がんばろう板橋」はとても良い施策なので、区民の生活支援の観点から類似施策を打つと良いと思

う 

【40 代／男性・会社員】 

 

政府主導で行ったワクチンの高齢者への接種のせいで、今、在庫がなくなり、40 代 50 代が打てなくて、感染者が増えて

いるので今すぐ早く打てる決まりをつくる。 

【40 代／男性・会社員】 

 

コロナ禍で生じる様々な問題を一元的に受け付ける相談窓口が必要に思う 

【40 代／男性・会社員】 

 

⑥の活動に関わる仕事を増やして欲しい 

【40 代／男性・アルバイト】 

 

他国に学ぶこと、ウソをやめること 

【40 代／男性・自営業】 

 

うがい、手洗い 

【40 代／男性・自営業】 

 

ロックダウンすべき、そして休業による損失補てん 

【40 代／男性・自営業】 

 

児童のイベント（修学旅行、部活、大会など）の代替案 

【40 代／男性・自営業】 

 

所得の再分配 

【40 代／男性・自営業】 



 

病院の面会を自由にしてください 

【40 代／男性・自営業】 

 

傷病手当金の拡充 

【40 代／男性・自営業】 

 

通信費の軽減 

【40 代／男性・自営業】 

 

イベント 

【40 代／男性・自営業】 

 

年金、追納付、遡って満額払えるように。 

【40 代／男性・自営業】 

 

経済活動の活性化 

【40 代／男性・自営業】 

 

政治家の私的外出等の自粛 

【40 代／男性・学生】 

 

給付 

【40 代／男性・年金生活】 

 

一律給付金 

【40 代／男性・その他 フリーランス】 

 

コロナの街中でのモニタリング 

【40 代／男性・その他】 

 

定額給付金。とにかく現金が必要。 

【40 代／男性・その他 生活保ご】 

 

ワクチン接種率 UP しないと話にならない。USA、UK 見れば明らか。 

【40 代／男性・その他 失業中】 

 

オリンピックに 4 兆円使うのではなく、世界のコロナ抑制に成功している国から、5000 億円くらい払って対策をしてもらう。

例えば台湾のオードリータンなど国民の嫌がる、ためにならない政策ばかりするのをやめてほしい。コロナで 1 年半も経って

いるのに子供のオンライン授業が学校へ行くか、家で受けるか進まない。 

【40 代／男性・その他 主夫】 

 

生活保護費の削減 

【40 代／無記入・会社員】 

 

全国民の外出禁止によるコロナ抑え込み 

【40 代／無記入・会社員】 

 

議員自ら国民と戦っていることを表すべき 



【40 代／無記入・会社員】 

 

ウォーキングイベントとかやればいいのに。屋外ならいいし、食事は家ですませて来い、みたいな。他人と接するし、ほどほど

の距離感だし。体動かすし。いいと思う。歴史ウォークみたいな。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

これから先、選挙は誰が行うのか？を考えて取り組みを行うべき。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

なぜ、有事の時に国会を閉めてオリンピック開催なのか、意味分かりません。無能な首相、議員要りません。国民をバカ

にするな。国会議員の数減らして下さい。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

役所、自治体等のＤＸ 

【40 代／無記入・会社員】 

 

若年層、高れい者のマスクなし etc コロナ対策への規制 

【40 代／無記入・会社員】 

 

現金給付 

【40 代／無記入・会社員】 

 

夏祭り、餅つき、町内会への補助金を区民へ配布してほしい。児童館の時間制限をなくしてほしい。１時間で子どもは

帰れない。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

早急にワクチン接種を進める 

【40 代／無記入・会社員】 

 

お金の支援 

【40 代／無記入・会社員】 

 

光熱水費の減免 

【40 代／無記入・会社員】 

 

コロナ終息まで給付金または補償金 

【40 代／無記入・アルバイト】 

 

事業者への実態に即した給付 

【40 代／無記入・自営業】 

 

テレビやラジオ（メディア）以外情報を流す。真実を… 

【40 代／無記入・自営業】 

 

もっと強制力のある対策を上記では無意味、税金はむだ！！ 

【40 代／無記入・自営業】 

 

給付金 

【40 代／無記入・主婦】 



 

ＰＣＲ等検査、療養施設の拡大・強化。医療機関への支援（国公立以外のコロナ受け入れ病院への）。コロナの感

染の有無を分けず、いつまでも野放しでは、全体で生活が停滞する。いつまでこの状態を続けるのか 

【40 代／無記入・主婦】 

 

営業時間短縮をせざるを得ない業種への補償 

【40 代／無記入・主婦】 

 

新生活に合った対策を考えてほしい。そして、国会・地方の議員の給与・賞与等を減額してほしいです。 

【40 代／無記入・年金生活】 

 

生活保護を本当に必要な人の保護費用 

【40 代／無記入・その他 病気療養中の為無職】 

 

安心できる受診体制 

【40 代／無記入】 

 

⑦貧困子育て世帯への食用・学習支援 

【40 代／無記入】 

 

ワクチン接種が皆さんに早く行き届くように 

【40 代／無記入】 

 

その場しのぎではない、はっきりとした（科学的根拠にもとづいた）政府のコロナ対策をしめすこと。 

【40 代／無記入】 

 

無症状や軽症が主なｃｏｖｉｄ-19 を感染症５類に下げる事 

【40 代／無記入】 

 

インターネットを使用していない方々の意見交換の場所 

【50 代／女性・会社員】 

 

減税 

【50 代／女性・会社員】 

 

国は対策が遅すぎるのではないかと思っている。コロナのはじまりの中国の春節の際の空港の閉鎖をすぐに行なわなかった

り、インド株のときも空港閉鎖はせずずいぶんたってからの実施。これでは、私たちが対策しても外からの人流が守れなけれ

ばザルのようなもの。国会ではもっと前向きに対策などを考えてほしいのに、重箱のすみをつつくような質問で時間だけがす

ぎる。その中で議員は寝たりしている等、国会議員はあんなにたくさん必要なのか？とも思ってしまう。オリンピックももっと

皆で応援してあげればいいのにコロナにかこつけやめた方がいい等、もっと皆があたたかく見守れる様でなければいけないの

ではないか？など、いろいろ考えてしまう。 

【50 代／女性・会社員】 

 

飲食店の制限をなくすべき。今まで通り営業して欲しい。 

【50 代／女性・会社員】 

 

税金の軽減 

【50 代／女性・会社員】 

 



財政支援 

【50 代／女性・会社員】 

 

人流を抑えるはずなのに、大山の文化会館等の利用停止をしないのはおかしい。停止する事により、より区民に危機感

がうまれると思う。公園の駐車場閉鎖より、密な会館を閉めて欲しい 

【50 代／女性・会社員】 

 

大学生になったのに、リモート授業ばかりで大学の施設も使えないのに、学費は一向に安くならない。友達もできない。と

てもかわいそうです 

【50 代／女性・会社員】 

 

家賃・公共料金の補助金 

【50 代／女性・会社員】 

 

ワクチン接種の加速 

【50 代／女性・会社員】 

 

マスコミの過剰な報道をやめること。心弱い人が信じてしまうことをさける。 

【50 代／女性・会社員】 

 

安心して過せる見通しを示す収束までのロードマップみたいな 

【50 代／女性・会社員】 

 

生活費(現金の支援） 

【50 代／女性・会社員】 

 

ワクチンをもっと簡単に予約させてください 

【50 代／女性・会社員】 

 

社会保険料や住民税の軽減 

【50 代／女性・会社員】 

 

ネット環境を整えづらい人や、操作が分からない人のサポートや、誰でも使いやすい仕組みづくり 

【50 代／女性・会社員】 

 

中国人を区に入居させないで 

【50 代／女性・会社員】 

 

就職先の増加 

【50 代／女性・会社員】 

 

PCR 検査の拡大、医療拡大、期間限定でもいいので大幅減税 

【50 代／女性・会社員】 

 

飲食店の営業再開して欲しい 

【50 代／女性・会社員】 

 

病院や施設などで対面面会ができる体制づくり。新生児室のような面会部屋を。 

【50 代／女性・公務員】 



 

自粛・休業した方の代替業務のあっせん→保健所の業務の委託などコロナ関連の仕事を募集してはどうか？自宅療養

中の方の食事の手配等。個人情報に配慮して。 

【50 代／女性・公務員】 

 

しっかりワクチンが受けられるように 

【50 代／女性・公務員】 

 

うろうろする 20～30 才の若者に早くワクチンを打ってほしい。高齢者はがまんできるが若い人はムリ。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

消毒液がなくなっているお店があります。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

支援金 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

ロックダウン 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

若者が行きそうな場所の閉鎖 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

とにかくコロナ明けには医療体制の見直し。またパンデミックはやってくるから。 

【50 代／女性・自営業】 

 

気分転換。GoTo キャンペーン、GoTo eat の再開。 

【50 代／女性・自営業】 

 

学校活動の再開 

【50 代／女性・主婦】 

 

感染対策がむずかしく日々感染者が減少しないので、今は、人との関わる事は、出来ないのではないかと思います。自

粛をするしかない為、外での活動は不可能と考えます。 

【50 代／女性・主婦】 

 

政府の適切なコロナ対策 

【50 代／女性・主婦】 

 

減税 

【50 代／女性・主婦】 

 

給付金 

【50 代／女性・主婦】 

 

雇用 

【50 代／女性・その他 失業中】 

 

解雇の制限 



【50 代／女性・その他】 

 

雇用創出 

【50 代／女性・その他】 

 

手の消毒だけでなく靴の裏を消毒したほうが良いのでは。小学 4～5 年生くらいの男の子がスーパーの床に平気でころが

るのを見るとエアゾルが空気中にただようだけでなく、床にも落ちるはず。 

【50 代／女性・その他 無職】 

 

部活や修学旅行が度々制限、中止された中高生。今後はこれ以上思い出つぶししないでほしい。楽しみや意欲を奪わ

れ続けて大人になっていくのを止めてください。色々な考えの方がいると思うが、中学生の息子は、パラリンピックの観戦を

とても心待ちにしていたので、中止になり「またか」という思いでした。 

【50 代／女性・その他】 

 

収入がない人に給付金（単身者）。コロナワクチンを早く予約が取れるようにしてほしい。モデルナを多くお願いします。 

【50 代／女性・その他 フリーター】 

 

最低衣食住をきちんとしてあげてほしい。そして子供達の夢をうばわないで下さい。オリンピックは失敗です。 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

生保の計算基準 

【50 代／女性・その他】 

 

日本でのワクチン開発への支援、援助 

【50 代／女性・その他】 

 

すぐに診療を受けられる体制づくり。総合病院の勤務医だけに押しつけないで、開業医も診療を担うべき 

【50 代／女性・その他】 

 

オンライン診療の拡充。ネット環境整備や機器使用法の個別講習などで、誰でも好きな時にオンラインで交流できるよう

に。老親と会えない、知人と会えないのは辛い。 

【50 代／女性・その他】 

 

コロナで仕事を失い、光熱費を払えず、電気・ガスを止められている人がいます。そのような人はスマホすら持てません。そう

いう方がいるということを分かって頂き、とりあえずの対策として、一律給付金を支給してもらいたいです。 

【50 代／女性・その他】 

 

新型コロナの撲滅 

【50 代／女性・その他 介護福祉士】 

 

学生の生活確保（授業含） 

【50 代／女性・無記入】 

 

子どもの学校生活でのイベント（プール・体育祭など） 

【50 代／女性・無記入】 

 

実態の把握 

【50 代／男性・会社員】 

 



ロックダウンのような強い策 

【50 代／男性・会社員】 

 

ワクチン接種増大案 

【50 代／男性・会社員】 

 

テレワーク環境の改善 

【50 代／男性・会社員】 

 

飲食店に対する支援援助等 

【50 代／男性・会社員】 

 

自宅で仕事をしていると家族全員で家にいる時間が長くなる。板橋区は家賃が高く狭い部屋しか借りられないので、家

族全員が家にいると手狭。もっと家賃を安くし広い部屋を借りられるようにしてほしい。（地方は安い家賃で広い部屋に

住むことが出来てうらやましい） 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナ病床と外来窓口の確保 

【50 代／男性・会社員】 

 

自粛・休業しなくても済むようにする対策。 

【50 代／男性・会社員】 

 

医療支援 

【50 代／男性・会社員】 

 

しっかりした政府の方針、説明 

【50 代／男性・会社員】 

 

区民の生活支援、学費減免、消費税一時休止 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナの病床確保 

【50 代／男性・会社員】 

 

とにかくコロナが早く収まってほしい 

【50 代／男性・アルバイト】 

 

感染を抑える対策 

【50 代／男性・アルバイト】 

 

国会議員の意識改革 

【50 代／男性・自営業】 

 

開業医がコロナ患者を診る事。一部の医療機関に負担がかかりすぎているように思う。 

【50 代／男性・自営業】 

 

収入や生活・介護などに充てる。お金・費用がないので、補てんをぜひしてほしい！！ 

【50 代／男性・自営業】 



 

マスク、消毒液等の余計な出費への補助。交通費の増に伴う補助。タクシー利用増、バス・地下鉄を極力使わない。 

【50 代／男性・自営業】 

 

生活支援給付金 

【50 代／男性・自営業】 

 

消費の補助 

【50 代／男性・自営業】 

 

ペット依存変態生活者の撲滅対策 

【50 代／男性・自営業】 

 

求職の拡大 

【50 代／男性・自営業】 

 

ちゃんとした政府 

【50 代／男性・自営業】 

 

正しい正確な情報の周知 

【50 代／男性・自営業】 

 

若い人へのワクチン接種 

【50 代／男性・自営業】 

 

政治家給料 50％カット、衆参両方 10 年間。 

【50 代／男性・自営業】 

 

給付金、支援金 

【50 代／男性・自営業】 

 

経済支援 

【50 代／男性・その他 失業中】 

 

給付金の再支給 

【50 代／男性・その他 介護（認知症と知的障害者のダブル介護休職中）】 

 

マスクや石けんなどの支給 

【50 代／男性・その他 生活保護受給者】 

 

ワクチン接種が行き届いたら、検査→入院の基準をゆるめてほしい 

【50 代／男性・その他】 

 

コロナ廃業による雇用の緩和 

【50 代／男性・その他 失業中】 

 

区政、国会はもっとコロナに対して取り組んでほしい 

【50 代／男性・その他】 

 



定額給付金等の低所得者支援 

【50 代／男性・その他 長期失業者（1 年以上）】 

 

戸建てに対する“光インターネット”が高額である（仕事上使用せざるをえない） 

【50 代／男性・その他 介護施設＆専門学校講師】 

 

コロナの真実（危険ではない）を国民に伝え、ふつうの生活に戻すこと。本当によろしくお願いします 

【50 代／男性・無記入】 

 

検査の充実 

【50 代／男性・無記入】 

 

コロナとは関係なく、「働き方改革」にかこつけて働く時間が減り、結果給料が減った。「働き方改革」は愚策だ。働かせて

もらえないなら、生活費全てを下げるべき。国会議員ってバカなんじゃないか。まず国会議員の給料を、私と同じ 300 万

円にするべき。じゃなきゃ生活保障して 

【50 代／無記入・会社員】 

 

就活 

【50 代／無記入・会社員】 

 

高齢者がネット社会についていけない。今の若い人も高齢化すると扱えなくなるでしょう。URL やアドレスを大きな字体・

短い文字数で扱えて、統一された画面以上のフォーマットが必要。各サイトのそれぞれのデザインに振り回されないように 

【50 代／無記入・会社員】 

 

本当に困っている人への支援 

【50 代／無記入・会社員】 

 

最低賃金の引き上げ 

【50 代／無記入・会社員】 

 

科学的で根拠のある医療・経済対策を目標目的を示してくれれば行動できるのに 

【50 代／無記入・会社員】 

 

コロナによる減給の補填。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

光熱費の減額 

【50 代／無記入・会社員】 

 

社会保障の見返し 

【50 代／無記入・会社員】 

 

減税 

【50 代／無記入・会社員】 

 

ワクチン接種加速 

【50 代／無記入・会社員】 

 

失業問題 



【50 代／無記入・会社員】 

 

図書館を閉館しない 

【50 代／無記入・会社員】 

 

体を動かすため、「三密」ひかえるため、公共交通機関を使わず、歩くことが増えたが、ベンチが少なくて困っている。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

給付金 

【50 代／無記入・会社員】 

 

消費税の増税（10％→20％） 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

中、小企業工場などの多い区ですので、テレワークなどは無理。コロナは終わらないので、働き方の後押しが必要だと思

う。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

特に望まない 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

国内でのコロナワクチンの製造 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

見えるところにポスターを。⑦は地元では他人の目を気にする人は無理、区内であれば地元でなくても OK のフードドライ

ブ、子供だけ弁当配布。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

個人商店への補助 

【50 代／無記入・自営業】 

 

生活費の補てん 

【50 代／無記入・自営業】 

 

支援金 

【50 代／無記入・自営業】 

 

無駄な政治家を減らす 

【50 代／無記入・自営業】 

 

昨年の所得で健康保険等決まってしまい。収入ゼロになり払えない。 

【50 代／無記入・主婦】 

 

ロックダウンと全数検査、経済支援 

【50 代／無記入・主婦】 

 

コロナ対応の病院の拡充 

【50 代／無記入・主婦】 

 



無料で気軽な PCR 

【50 代／無記入】 

 

ワクチン接種・検査体制・保健所や医療体制の強化 

【60 代／女性・会社員】 

 

充分な保証をした上でのロックダウン（短期） 

【60 代／女性・会社員】 

 

新型コロナワクチン接種を早く皆が受けられる様に、そして安心安全な以前の様な生活が出来るように。 

【60 代／女性・会社員】 

 

通勤時の混雑緩和。学生の時差登校など。 

【60 代／女性・会社員】 

 

若い人の早期ワクチン接種 

【60 代／女性・会社員】 

 

飲食店への支援、関連事業への支援 

【60 代／女性・会社員】 

 

オリンピック、パラリンピックを中止するようメッセージを出してほしい。 

【60 代／女性・会社員】 

 

PCR 検査 

【60 代／女性・会社員】 

 

高齢者にも分かりやすい丁寧なデジタル化 

【60 代／女性・公務員】 

 

本当のコロナ対策をしてほしい。禁止するのではなく、普通に近づくためには、禁止するばかりではストレスばかりたまる。 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

低ちん金引上げ。お金もちから税金をいただく。 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

路上飲酒の取り締り(罰金など）税金の軽減 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

何よりもコロナ治療薬の早期開発と認定 

【60 代／女性・自営業】 

 

PCR を毎日できる、若年者ワクチン早期に打てるように 

【60 代／女性・自営業】 

 

減税 

【60 代／女性・自営業】 

 

経済支援。公園の整備・拡張 



【60 代／女性・自営業】 

 

経済の復活 

【60 代／女性・自営業】 

 

給付金 

【60 代／女性・主婦】 

 

給付金と医療の拡充 

【60 代／女性・主婦】 

 

安全なワクチン、治療薬、情報（正確な）←ワクチンによる死亡者等はっきり報道してほしい。無理な経済対策をしな

い。 

【60 代／女性・主婦】 

 

自己管理 

【60 代／女性・主婦】 

 

なんでもスマホの案内ですが、持ってない者はどうするんでしょうか？ 

【60 代／女性・主婦】 

 

国の対策をしっかりやってほしい 

【60 代／女性・主婦】 

 

消費税減税、コロナの積極的対策、 PCR 等 

【60 代／女性・主婦】 

 

あいさつ運動の実行（できるだけ） 

【60 代／女性・年金生活 記入時点で求職中】 

 

1 人暮らしの不安は年を重ねる毎に多くなっていきます。気軽に相談できる窓口を増やして欲しい。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

感染拡大に繋がりそうで何も思い浮かびません。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

新型コロナによる、経済的貧困者、こまっている事業者をきちんと調査し生活・子供への教育・事業援助などやるべきこと

を政策し、早急に実施する。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

光熱費（電気、ガス）を下げる 

【60 代／女性・年金生活】 

 

居場所の制限ばかりで孤立するばかり。年令に関らず、すべての年代の共通問題。ネットのない者がとり残されている。

PC、スマホ、カード所有はあたりまえでない。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

安定した就業対策 

【60 代／女性・年金生活】 



 

新型コロナのために収入がなくなった人のために援助金を早急に支給してあげてほしい 

【60 代／女性・年金生活】 

 

食費の支援 

【60 代／女性・年金生活】 

 

一時金の支給（全国民） 

【60 代／女性・年金生活】 

 

何か迷った時の相談窓口 

【60 代／女性・年金生活】 

 

１人高齢者の家への連絡や訪問 

【60 代／女性・年金生活】 

 

水面下の支援が必要。サラリーマンが一番大変だと思う 

【60 代／女性・年金生活】 

 

ワクチン接種普及と医療・医学等の科学を充実（例・都は都立病院を減らしてしまった）。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

このままの政策ではコロナはなくならないと思ってます。 

【60 代／女性・年金生活 生活保護】 

 

外出の自粛、高齢者は外の風にあたる機会が減ると、認知症を助長しやすくなる 

【60 代／女性・年金生活】 

 

熱中症対策と防災対策→正しい情報を流す。（TV・新聞半分以上ウソ。マスゴミは信用できない） 

【60 代／女性・その他】 

 

ベーシックインカムを導入して欲しい。医療従事者やエッセンシャルワーカーを除き、テレワークが不可能な労働者はベーシッ

クインカムを受けることで日々感染の不安とともに通勤する割合を減らすことができる。 

【60 代／女性・その他 契約社員】 

 

ネット等に不慣れな人への支援 

【60 代／女性・その他】 

 

まじめに生きているのに貧乏ヒマなしとは……対策ありますか? 

【60 代／女性・その他】 

 

コロナの長期沈静化 

【60 代／女性・その他 派遣社員】 

 

メディアに対する国のコントロールをなくすと同時に、メディア自体も本来の役目を遂行してほしい。 

【60 代／女性・その他 無職(失業中）】 

 

支援できる側と支援が欲しい側を結びつけるような情報の場 

【60 代／女性・その他】 



 

コロナ陽性と感染の違いの正しい知識を公表する。 

【60 代／女性・その他】 

 

早急なワクチン接種 

【60 代／女性・その他】 

 

公共の施設での感染予防の徹底、安心にて集まれるように 

【60 代／女性・無記入】 

 

１カ所でいろいろな事を相談できる窓口 

【60 代／女性・無記入】 

 

徹底的な検査 

【60 代／女性・無記入】 

 

わかり易く正確な情報提供 

【60 代／女性・無記入】 

 

治療薬の開発・承認 

【60 代／男性・会社員】 

 

祭りの復活 

【60 代／男性・会社員】 

 

100 万人単位に 500～1000 床位の仮設病棟。 

【60 代／男性・会社員】 

 

自治会役員の地域の独居高齢者への声がけ、訪問を増加する。 

【60 代／男性・会社員】 

 

テレワークで仕事できる方々は良いが、職を失って考え方が悪くなる。 

【60 代／男性・会社員】 

 

不要 

【60 代／男性・会社員】 

 

外での活動 

【60 代／男性・会社員】 

 

一時金など直接的な金銭的支援 

【60 代／男性・会社員】 

 

ダラダラした事ばかりやって、又同じ事の繰り返し。 

【60 代／男性・会社員】 

 

特に子供達 

【60 代／男性・会社員】 

 



コロナの抑制 

【60 代／男性・会社員】 

 

感染拡大に対する強い施策 

【60 代／男性・会社員】 

 

飲食店、自営業者への公的支援の拡充。 

【60 代／男性・会社員】 

 

現金給付 

【60 代／男性・会社員】 

 

もっと国民の為を思え!!感じろ!!実行しろ!! 

【60 代／男性・会社員】 

 

コロナ感染対策 

【60 代／男性・会社員】 

 

給与から削除されるすべての税金の減額 

【60 代／男性・会社員】 

 

感染症に対する正しい知識と情報を、子供達、若者も含め国民全体に理解し易い形で教育して欲しい!! 

【60 代／男性・会社員】 

 

定配給付金の再支給 

【60 代／男性・公務員】 

 

⑧のない人が切り捨てられている。更なる介護環境の充実 

【60 代／男性・公務員】 

 

無駄に捨てられている食糧の何と多いことか。大喰い礼賛の凡潮は SDGs に逆行している。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

仕事の事や援助など。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

ウイルスに対する正しい知識。ex.ウイルスと細菌のちがい－大きさや、ウイルスの生活等 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

中小企業、商店はもちろんですが、感染者にも支援を。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

減税、共産党は低所得者を優遇しすぎ!! 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

町会・自治会の運営方法の再考。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

感染防止策の徹底 



【60 代／男性・自営業】 

 

毎月 10 万円以上の補償 

【60 代／男性・自営業】 

 

②、特に夏休み期間中 

【60 代／男性・自営業】 

 

時差通勤の普及。電車の混雑緩和。 

【60 代／男性・自営業】 

 

ワクチン接種 

【60 代／男性・自営業】 

 

ワクチン接種率上、医療対策 

【60 代／男性・自営業】 

 

新型コロナ感染症の撲滅 

【60 代／男性・自営業】 

 

消費税減税やこれから始まるインボイス制度の廃止。 

【60 代／男性・自営業】 

 

住民税、所得税、社会保険料の減免または免除 

【60 代／男性・自営業】 

 

国や都の補助金 

【60 代／男性・自営業】 

 

飲食業敵視の撤廃 

【60 代／男性・年金生活】 

 

医療現場の充実 

【60 代／男性・年金生活】 

 

経済再生策の効果的実施。行政組織の改革。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

関連法の制定、医療体制の抜本的改革 

【60 代／男性・年金生活】 

 

年金の減少。健康保険料の負担増①②に対する施策。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

ネット環境の補じょをお願いしたい。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

消費税を 0％にして生活支援金を支援。住宅ローンの支援が必要です。 

【60 代／男性・年金生活】 



 

政権交替 

【60 代／男性・年金生活】 

 

生活費支援 

【60 代／男性・年金生活】 

 

新型コロナ対策、オリンピック等イベント中止 

【60 代／男性・年金生活 パート】 

 

コロナ対策 

【60 代／男性・年金生活】 

 

コロナ患者が病院で治療が受けられるようにしてほしい。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

福祉施設の充実 

【60 代／男性・年金生活】 

 

以前は観劇などで楽しみがあったが、コロナで芝居などが上演されなくなった。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

一種住専居住、私有地道路で 19：00 近くまで大声で遊ぶ子ら有 

【60 代／男性・年金生活】 

 

1 の 2〉の回答と同じ 

【60 代／男性・その他】 

 

明確、具体的な感染予防対策と罹患対応策 

【60 代／男性・その他 無職】 

 

医療体制の強化/ワクチンの国内生産体制 

【60 代／男性・その他 職人】 

 

住民の声を聞いての改善 

【60 代／男性・その他】 

 

給付金支給 

【60 代／男性・その他 非常勤職員】 

 

不動産業者への賃借料の減額行政指示 

【60 代／男性・その他】 

 

短期間で終息できる用に強い政策が必要 

【60 代／男性・無記入】 

 

若年世代へこそワクチン接種を進める 

【60 代／無記入・会社員】 

 



現状に満足 

【60 代／無記入・会社員】 

 

医療費負担の軽減 

【60 代／無記入・会社員】 

 

公園、公共施設でのフリーWi―Fi 導入 

【60 代／無記入・会社員】 

 

飲食店のコロナ対策。バスや電車、駅のコロナ対策 

【60 代／無記入・会社員】 

 

安心して外出できる環境づくり。政府、行政が安心できる感染対策や生活の仕方を提示すること。注意や状況を伝えて

ばかりでなく、生活していける方法の提示 

【60 代／無記入・公務員】 

 

あまりにも愚策な都・国に恥ずかしい。病気に関しては医師専門家が詳しいに決まっている。一年間もなにをやっているの

か？ 私たち庶民は国の言う通り頑張っている！ 多文化（どんな人たちも)、多年齢層（若い人～高齢者まで）の

交流場所 

【60 代／無記入・アルバイト】 

 

公助 

【60 代／無記入・自営業】 

 

正確な情報 

【60 代／無記入・自営業】 

 

全住民にＰＣＲ検査で感染者を積極的に見つける 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

区などからの呼びかけ→連帯感 

【60 代／無記入・年金生活】 

 

年代に関係なく安心して行ける居場所 

【60 代／無記入】 

 

⑥かもしれないが、café で仕事する人が増加し、席をとれない。仕事場として喫茶店を充実させて欲しい or 公的な場

所をつくってほしい。（図書館は今一つ） 

【60 代／無記入】 

 

コロナ対策 

【60 代／無記入】 

 

給与が下がり保険料も払えない。国が「自粛」を決めたなら、国民には補償すべき。国民の痛み・苦しみを知らない議員

たちは大切な税金を食い尽くす害虫である。 

【60 代／無記入】 

 

休業者への支援・PCR 検査を手軽にできるように。ワクチン接種を早めに身近でできるように。 

【60 代／無記入】 



 

ケアの相談窓口が解らない。おしえてほしいです。 

【60 代／無記入】 

 

シルバー専用の職業支援を作ってもらいたい 

【70 代／女性・アルバイト コロナになってから働く場所がない】 

 

年収がふえる事 

【70 代／女性・自営業】 

 

役所・管理者の柔軟な考えを必要としている。縦割り社会が強くて融通がきかない。これは日本の教育の欠点です。 

【70 代／女性・自営業】 

 

子どもの平等の高校までの無料化、収入の格差（働ける為の技術支援）。その場のしのぐ金も必要だが、生きるため

の技術・場所の提供。（費用も無料が好ましい）。＊コロナが収束した後の個々の生きる力。 

【70 代／女性・自営業】 

 

コロナ禍はいつ収束するのか、見通しを明確にすること。 

【70 代／女性・主婦】 

 

特記することなし 

【70 代／女性・主婦】 

 

医療体制の充実 

【70 代／女性・主婦】 

 

コロナ感染症の収束 

【70 代／女性・主婦】 

 

イベントなど 

【70 代／女性・主婦】 

 

今、コロナで外出無理なときに出かけてもいいのですか？ 行きたい所が山ほどあるのに 

【70 代／女性・主婦】 

 

住民にとって理解できるコロナ対策の説明 

【70 代／女性・主婦】 

 

外国人の居住権を与えるのが早すぎるし、日本はもっと危機管理をしっかり持ってもらいたい。のんびりしすぎていると思い

ます。 

【70 代／女性・主婦】 

 

コロナワクチン接種 

【70 代／女性・主婦】 

 

老人の医療保険を今までどおりに、そして保健所の充実。病院を増やして頂き、コロナ自宅での医療は絶対ありえませ

ん。 

【70 代／女性・主婦】 

 



家族感染を防ぎ、ある程度は見守り治療ができるように 

【70 代／女性・主婦】 

 

感染対策に留意した上での公共施設開放（貸し出し） 

【70 代／女性・主婦】 

 

高齢者のスマホ活用法 

【70 代／女性・主婦】 

 

人との会話が減ったことにより、どこにどう接していけばよいかが分からなくなっている 

【70 代／女性・年金生活】 

 

緊急事態宣言にしてもまん防にしても徹底的にやってくれ。政府の気まぐれで中途半端にやったりやめたりせずに 

【70 代／女性・年金生活】 

 

最低限のことを守れば、もう少し人と接しても良い 

【70 代／女性・年金生活】 

 

多すぎて、分かりません。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

何よりも感染を抑え込む為の対策が必要 

【70 代／女性・年金生活】 

 

図書館で利用できますか。調べるのみで、自分で（個人的）ワープロで手紙などを作成出来るパソコンも導入して欲し

い。最近はなんでも HP でご覧ください、とばかりで、ない人はどうすれば良いのやら？予約するに際して、近所の方に予約

していただいたという方が多く聞かれた。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

誰でも入院出来るようにして欲しい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

1 人暮らしの人間でさきが不安。できれば身体の動く間はシェアハウスのような型の（アパートのような）家で住みたい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

デンワでうつになりスマホがかえない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

私達は近所の水車公園を散歩し、癒やされています。その中にある大たきが故障中とのことで何年も水が流れていませ

ん。一日も早く修理してください。よろしくお願いします。区民のささやかな楽しみです。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

PCR 検査を無料でどんどんやってください。濃厚接触者ではないかと保健所に行ってもしてくれず、自費で 30,000 円もか

かって大変だった。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

①⑤の場合、ボスが居すわるようになります。 

【70 代／女性・年金生活】 

 



高齢者は時間があるので、インターネット、スマホ教室を毎週開催して下さい。（1 人暮らしのため聞く人がいない）（メ

ールと電話しか使えない） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

女性の貧困対策 

【70 代／女性・年金生活】 

 

（⑤について）町会、一部の古い人たちだけの組織で一般人には町会ヒ 

何か古くかたまっている感じ、集うだけの感がある。そして、会ヒが役員等で言いようにされている感有り。民主的であってほ

しい！（貴党も町内会運営等にもっと積極的で変えていってほしい！） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

政府のコロナ感染症対策が自衛（マスク、手洗い）しかない中では、ただこもるしかない。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

コロナをおさえること、ワクチンを早く 

【70 代／女性・年金生活】 

 

インターネットのプロバイダ料金が高い（アレコレと後付の追加料金となる）のでトータルで安くなるよう、本当の高齢者

割引が必要です。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

人として立て直す事ってありますよね。全てやり直してください。親として、生活者として、子供として、政治家として見直して

ください。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

蓮根図書館、空間のある施設に整えてほしい。⑤の事務所もかねた場所等の提供を。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

１人親の子ども達のケア 

【70 代／女性・年金生活】 

 

納税しすぎの上、さらに年金収入が最低なのに、すれすれのところで上クラスにされて、シルバーパスなど高額取られ、1000

円の人と枠が違いすぎる。介護保険も取られすぎ。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

正しい情報の入手 

【70 代／女性・年金生活】 

 

政府がしっかりして国民にコロナの恐ろしさを実感させなくては収まらない。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

長男が小石川から学大でしたが、父親の DV で千駄木の家を出ました。文林中の時児童相談所から、目黒の自主学

園だったと思います、お世話になりました。コロナ禍で目黒まで行けず、養護施設に昨年 8 月だったと思います。まつば園

にマスクを作り 150 枚寄贈。 

【70 代／女性・年金生活 樺太生まれ、78 歳、シルバー人材センターにて（西友勤務）】 

 

衛生費支援 

【70 代／女性・年金生活】 



 

日本に来ている外国人も含めて、マスクきちんとして! 

【70 代／女性・その他 子供の扶養】 

 

情報が少なく分かりません 

【70 代／女性・その他】 

 

感染症対策の科学的対応と情報の開示 

【70 代／女性・その他】 

 

ワクチン接種の充実、病床の確保 

【70 代／女性・その他 賃貸業】 

 

体育館の競技場の使用 

【70 代／女性・その他 看護助手】 

 

年齢に適した自分の希望する仕事に就きたい 

【70 代／女性・その他】 

 

細かな情報公開。どこに入院できるとか、ホテル療養などの情報 

【70 代／女性・無記入】 

 

生活が苦しい 

【70 代／女性・無記入】 

 

生保が少ないので暮らしにくい 

【70 代／女性・無記入】 

 

若い人たちへの対策 

【70 代／男性・会社員】 

 

給付金手続の簡素化 

【70 代／男性・会社員】 

 

生活困窮者への支援 

【70 代／男性・公務員】 

 

ネット以外の情報提供 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

なんとか工夫して「ふれあい館」を開けてほしい 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

生活支援 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

1 人 1 人が自粛し、三密、マスク、手洗いすれば、ある程度は感染防止になると思います。 

【70 代／男性・アルバイト】 

 



公平な自営当者への支援 

【70 代／男性・自営業】 

 

現在の法律のもと、時限方法として個人の権利の制限が必要と思う。 

【70 代／男性・自営業】 

 

生活に困っている人の相談窓口 

【70 代／男性・自営業】 

 

生活費、家賃補助 

【70 代／男性・自営業】 

 

世界中の人間が我慢・自粛する事 

【70 代／男性・自営業】 

 

感染症専用医療機関の充実 

【70 代／男性・自営業】 

 

コロナ対策、政府は何もしていない。区も同じ。 

【70 代／男性・自営業】 

 

定額支給金 

【70 代／男性・自営業】 

 

どこかの区で、住民に支援金を支給していたようですが、板橋区は何にもないな！ 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

コロナ専用病棟（仮設）の建設とマンパワー 

【70 代／男性・自営業】 

 

正しいマスコミの報道 

【70 代／男性・自営業】 

 

大元の原因はコロナの広がり、この収束に向けた取り組み 

【70 代／男性・自営業】 

 

自粛・休業に対する国の支援 

【70 代／男性・自営業】 

 

PCR 検査の無償化による陰性者の活動・事業の自由化 

【70 代／男性・自営業】 

 

楽しくお酒が飲みたい 

【70 代／男性・自営業】 

 

思いつかないが上記以外 

【70 代／男性・自営業】 

 

経済的支援 



【70 代／男性・年金生活】 

 

差別対策 

【70 代／男性・年金生活 非営利団体職員】 

 

成果のある対策、厳しく短期間 

【70 代／男性・年金生活】 

 

早急なワクチン接種 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナの収束めざす。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

①新参者に対する内部調査穿り融和感の気使い不足。⑨コロナについて患者の状況特に入院、重傷者の闘病生活

の苦しみ等初めは人ごとのように聞き流すだろうが、至第に自治体で真剣に取り組んでいる姿を見せれば事の重大さを

考えるでしょう。区にだって福祉課の職員がいるのでしょう。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

早急なワクチン接種 

【70 代／男性・年金生活】 

 

東新町の「いこいの家」が閉められてしまう。コロナで利用ができなくなったのに加え、ていの良い足切りらしい。復活を望

む。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

独居者への支援 

【70 代／男性・年金生活】 

 

ワクチン開発、接種拡大 

【70 代／男性・年金生活】 

 

国対策になるが、コロナ対策。素人でも増えると分る。また、外食補助等経済を廻すと言うけれど、法法外は余分な金

を使った。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナを絶滅するまでは我慢です 

【70 代／男性・年金生活】 

 

電話相談→インターネットは必要ない。もしもしが必要。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

①～⑧は区としての施策ではもっともと思うが、最大の対策はカン内閣の退陣。特にカンの落選。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

スマホは有害。使いたくない。自治体が LINE を使うのはおかしい！ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

もし明日歩けなくなったら、安心安全な対応。 



【70 代／男性・年金生活】 

 

家賃補助 

【70 代／男性・年金生活】 

 

ＰＣＲ検査無料実施場所の設置 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナそのものの検証を早急に為す 

【70 代／男性・年金生活】 

 

公園など広場の拡充 

【70 代／男性・年金生活】 

 

高齢者の収入を増やし、消費の拡大をはかる 

【70 代／男性・年金生活】 

 

高齢者の施設をもっと安く利用できるようにしてほしい 

【70 代／男性・年金生活】 

 

ワクチン接種の推進 

【70 代／男性・年金生活】 

 

国・地方行政のリーダーシップ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

インターネット、スマホは便利なので使用したいが、現在の年金ではとても無理なので、今も時代遅れのガラケーです。今

日、何でもスマホまたはネットでと。ポイントも持ってない人はどうしたら良いですか？（何をどのようにしているのか全くわか

らない） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

医療の充実 

【70 代／男性・年金生活】 

 

ふれ合いセンターの縮小、将棋・運動器具が使えなくなったこと。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

ワクチン接種 

【70 代／男性・年金生活】 

 

減税 

【70 代／男性・年金生活】 

 

１人暮らしの緊急時の連絡体制 

【70 代／男性・年金生活】 

 

感染防止の徹底 

【70 代／男性・年金生活 派遣社員】 

 



低所得者及びシングルマザー・ファザーへ食料支援 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年寄りにはインターネットは使えない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

正しく恐れることが重要と考えます 

【70 代／男性・年金生活】 

 

息苦しくないマスクの開発!! 

【70 代／男性・年金生活】 

 

年齢制限で就職できない 

【70 代／男性・年金生活】 

 

予防接種の早期進展 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナが収まらないと、趣味の登山・ハイキングに行けない。新潟県の実家(無人）のメンテナンスにも行けない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

テレビに出ている医者を全員追放する事。１年以上も同じ事を言っているから、コロナにくわしいならはやく薬をつくれ。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

飲食店営業制限の緩和 

【70 代／男性・年金生活】 

 

休業補償営業も雇用も 

【70 代／男性・その他 団体職員】 

 

コロナワクチンの若い世代の接種 

【70 代／男性・その他】 

 

情報の正確性と透明化 

【70 代／男性・その他】 

 

生活環境の近隣の居場所の必要性（居酒屋） 

【70 代／男性・その他 個人事業主】 

 

生活支援 

【70 代／男性・その他 無職】 

 

飲食店の営業をまもる 

【70 代／男性・その他 パート】 

 

ワクチン接種を早め、安心・安全な普段の生活を 

【70 代／男性・無記入】 

 

医療・介護従事者の手当の増額が必要 



【70 代／男性・無記入】 

 

ＰＣＲの検査強化。自前ワクチンの製作 

【70 代／男性・無記入】 

 

スマホやパソコンの使い方などの講習 

【70 代／無記入・会社員】 

 

貧困者の早い特定と利用しやすいサービスの情報提供 

【70 代／無記入・アルバイト】 

 

酒規制廃止 

【70 代／無記入・自営業】 

 

友人との会話 

【70 代／無記入・自営業】 

 

コロナ対策、どの病院でも見て欲しい。なぜただの風邪というのなら、風邪と同じように、どこの病院でも診察しないのか、

分かりませんし、医療はすぐに逼迫して、緊急となるのかも分かりませんし、その状況でなぜオリンピックなのかも分かりませ

ん。選手は優遇されていて、なぜ PCR もすぐに受けられるのかも、分かりません。ワクチンが広まってもそれだけでおさまると

は思えません。ワクチンと治療薬の両立を進めるべきです。Go To とオリンピックに税金をかけているのは、多くを払う身と

しては納得しておりません。 

【70 代／無記入・自営業】 

 

必要な時に PCR 検査を受けられて、必要な時に受診・入院できる体制 

【70 代／無記入・主婦】 

 

コロナ対策について具体的な区の対応と、区の医師会の対応の分かりやすい説明。感染状況の具体的な開示と対策

方法。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

失業対策 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

早期にコロナをおさえこむことにつきます 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

（②について）加賀児童館がなくなってしまいました。家がせまく遊ぶスペースがありません。⑨老人クラブは楽しくないと

云われています。世話役の会合に時間を取りすぎ、みなさんと仲良く話しをしたいけどとなりの人、前の人位で名前もわか

らない。（指導する人がほしい。）役所にいないのですか？ 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

的を射た感染対策と真剣な医療支援および平時からの医療システムの構築。政府には猛省を望む。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

文化事業を縮小せずオープンにする 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

必要な医療を全ての人が安心して受けられるように 



【70 代／無記入・年金生活】 

 

人間は昔に戻るべき、贅沢は禁物 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

徹底したコロナ対策そして補償 

【70 代／無記入・その他 無職】 

 

貧困の拡大が心配 

【70 代／無記入】 

 

家賃 

【70 代／無記入】 

 

情報提供 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

あまり広げても参加できない、しないという方もありますので、町会単位くらいの人数でできる活動を見つけてほしい。十分

であるかは疑問ですが、自分でできることを進めてくことがいいのではないか？ 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

公園に子供親子が外出ふえている 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

生活費の支援 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

生活リズムが崩れ、心身ともに退化している。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

高齢者の希望する人に食料支援 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

特になし 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

PCR 検査が容易に受けられるようにする。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

1 人暮らし老人の対策、孤独死、孤独感 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

“自宅療養”は自宅放置としか思えない。人生の終わりをこのような形で迎えるとは……絶望!! 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

友人から米もらって食べている。一人暮らしなので生死を確かめる電話欲しい。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

人に会うことがない。町会・自治会会ったことがない 



【80 代以上／女性・年金生活】 

 

老人が生きてゆける年金を 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

ワクチン接種を急ぐ。PCR 検査を多数の人にすること 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

コロナ対策 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

ワクチンの申し込みが高齢者は無理 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

何でもネットで困る老人 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

今までスマホを持たずに暮らしていたが、今後必要になると思うが通信は年金からは出せない。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

まずコロナの感染をしずめてから 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

少しずつ平常の生活を戻すことを考えていく 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

地域に老人集会場 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

禁止ではなく肯定志向の政策を 

【80 代以上／男性・自営業】 

 

コロナ対策での特別策は必要ない 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

ワクチン接種 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

コロナに対する取り締まりをもっと厳しく（ロックダウンなど） 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

緊急事態宣言発出などのタイミングが悪い 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

今となってはもう遅いが、何故国産ワクチンができなかったのか？国、製薬会社、医師会、為政者の英知の不足が原因

と思う。責任は大きい。我が国がワクチン後進国となったことが恥である。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

ワクチン接種の早期実施拡充 



【80 代以上／男性・年金生活】 

 

巣ごもりが大事だと思います 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

低所得者層への給付金 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

年寄りは、見ない、聞こえない、あちこち痛い、その上にコロナで参っている。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

対策は特にない。この項目すべて無理。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

高齢者がくつろげる場所を作って 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

若年層中心にワクチン接種 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

感染症の対策を早く 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

マンション管理組合の活動 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

PCR 検査の拡大(無料で）、ワクチン接種を早く 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

スマホ未だ持ってない 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

考えつきません 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

町会に入ってはいるが何もない。やめる世帯が多い。カメラクラブがコロナで活動できない。 

【80 代以上／男性・無記入】 

 

減収の補填 

【80 代以上／無記入・自営業】 

 

自宅で娯楽を楽しむことで、免疫能力を高めてもらう。新型コロナウイルス感染の症状で、血中酸素濃度が低下する 可

能性を見越して、あらかじめスポーツなどをして、血中酸素利用能力の予備能力を高める 

【無記入】 

 

日本共産党をなくすこと 

【無記入】 

 

困っている所への支援 



【無記入】 

 

PCR 検査の拡充、医療スタッフへのケア。薬の開発支援（経済的にも） 

【無記入】 

 

マスクをしなくてもよい環境 

【無記入】 

 

まずコロナを何とかするべし 

【無記入】 

 

⑥指導者の質が低い 

【無記入】 

 

気軽に受けられる健康支援センター等の常設 

【無記入】 

 

公務員の給与を下げ、給付金にまわす。 

【無記入】 

 

会社の上司（50～60 才）がテレワークに理解がない＆PC 苦手なので満員電車に乗って出社しています。この世代の

働き手に「出社して当前」みたいな考えを改めるよう説教してほしい。 

【無記入】 

 

金 

【無記入】 

 

とにかく、子供を、狂ったおとなから守らなければならない。親からの虐待死ほど悲惨なものはない。 

【無記入】 

 

なし 

【無記入】 

 

国民に生活費の援助・日常品の値上げ 

【無記入】 

 

体育館の活用（空気交換、クーラー付活用）。夏場の運動、外気をとりやめる工夫なしだ。熱中症を防げ。 

【無記入】 

 

⑧は家庭や議員さんへタブレットを配布するなどの対応ではなく、根本的な問題として社会のインフラの整備にとりくまれ

るべきです。 

【無記入】 

 

金 

【無記入】 

 

法律や福祉の相談 

【無記入】 

 



オンライン教育、手続き、外出せずに楽しめる娯楽や宅配サービス、住宅の充実、家事や生活サービス 

【無記入】 

 

医療の確保 

【無記入】 

 

（⑥について）非常事態宣言もガチッと決めて行い早く感染減らせばこんなふうにならなかった。（⑧）使える人だけ得

をする。 

【無記入】 

 

公共施設での個人ブース（勉強や仕事場）の提供。（国に求めます）大学の学費、設備費の収支公開→この 2 年

分の返金も検討してほしい。学生の勉強する機会が満たされていないことへのフォローが足りていません。国で問題点を考

えてほしいです。 

【無記入】 

 

毎月の給付金 

【無記入】 

 

近くにでも会いたい 

【無記入】 

 

感染を広げないために何をすべきか。区民 1 人 1 人がきちんと考え、実行すること。 

【無記入】 

 

ワクチン接種の推奨 

【無記入】 

 

自ら動く人を否定しています。この機会を前向きにとらえる設問、対策を捉えることはありません 

【無記入】 

 

PCR 検査をいつでも安価で出来ること 

【無記入】 

 

個々人が生活の中で行える生活の工夫や人生の楽しみ方の紹介 

【無記入】 

 

子どもをマスクなど過剰なコロナ対策から解放すること 

【無記入】 

 

感染症対策だけでなく、多機能性、自由度が拡大された事で感染リスクをあげすぎている。日本なので、昔のコンパクト

時代の時には発症していない感染症ですので、勘違いをしている。文化の見直しとともに、人間の道徳心を養うことを考

えます。 

【無記入】 

 

緊急事態宣言・まん防の全面解除 

【無記入】 

 

何をするにも対策をしていても不安があります。電車に乗るのに抵抗があり、どこにもいけません。孫にも会えません。皆様

我慢して早く終息することのみ願っています。平和ぼけの日本では若者の政治参加がほとんどないと感じています。選挙



の大切さを知ってほしいです。また全て反対というのもおかしいと思うときもあります。上流階級は何でもしていい社会には

不満だらけです。 

【無記入】 

 

若者に優先的にワクチン接種 

【無記入】 

 

店舗は休業しなくてよい（補填なし）。その分を医療系の拡充に。在宅療養でなく仮設プレハブ等の建設 

【無記入】 

 

他人に聞かずにご自分たちで考えたらどうですか？ 

【無記入】 

 

自分のための夢や目標を持つ 

【無記入】 

 

 


