
Q3 板橋区の新型コロナ対策について 

1）今重視すべきと思うものをお選びください。 

 

授乳中、妊娠中のコロナの反応、ワクチンの影響等の情報がほぼない 

【20 代／女性・会社員】 

 

給付金 

【20 代／女性・会社員】 

 

医療従事者への援助（辞めさせないような対策） 

【20 代／女性・会社員】 

 

一律給付金 

【20 代／女性・会社員】 

 

ワクチンの予約ができない 

【20 代／女性・会社員】 

 

楽しみを奪われた学生の支援。 

【20 代／女性・会社員】 

 

治療薬 

【20 代／女性・アルバイト】 

 

所得に関係なく全員にお金を配るべき 

【20 代／女性・学生】 

 

お願いベースではない自粛を強制させる法的処置。人とすれ違う住宅地や屋内施設での不織布のマスクの義務付け 

【20 代／女性・主婦】 

 

「感染した後」ではなく「感染する前」の防止策に力をいれてほしいです。何事も、事後―これももちろん大切ですが―のケ

アではなく、事前の対策にもっと力をいれてほしいなと思います。 

【20 代／女性・その他 就労移行支援利用者】 

 

すべての陽性者のためのベッドの確保 

【20 代／女性・その他】 

 

緊急事態宣言、時間短縮営業や、過料などをなくすこと。 

【20 代／男性・会社員】 

 

専用病院の新設。療養員、医院適格者の教育を増やす 

【20 代／男性・会社員】 

 

単身世帯やペットを飼育している世帯の人がコロナにかかってしまった場合の対処について 

【20 代／男性・会社員】 

 

未だにテレワークができないオフィスワーカーがいる原因の調査 

【20 代／男性・会社員】 

 



もしコロナウイルスに感染してしまったら、具体的に板橋区民として、どういう措置をとられるのか（自宅？ホテル？病院は

どこへ？）があまり浸透しておらず、不安感があります。 

【20 代／男性・会社員】 

 

天気予報みたいに何ヶ月か街の様子を調べて、この時間は人通りが多いとか少ないとかの情報がほしい 

【20 代／男性・アルバイト】 

 

個人にもっとお金が入って、それを使う場所と機会のあること 

【20 代／男性・学生】 

 

給付金がほしい!! 

【20 代／男性・無記入】 

 

（④について）ベッドがあっても患者を見る医療者がいなければ意味がない。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

コロナ対向のための開発 

【20 代／無記入・会社員】 

 

医療従事者の給料が減って、人がどんどん辞めているので給料増やしてほしい。首都の人員も増やしてほしい。地方の医

療スタッフを一時的に雇うなど若い人、東京で何も考えず外出しすぎ。TV で警告しても TV みないので SNS で動画など

発信した方がいい。遊びにめちゃくちゃ誘われる。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

NHK の廃止 

【20 代／無記入・会社員】 

 

正直すべて必要だし重視すべきと思います 

【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】 

 

板橋区のワクチン予約フォームから、区外のワクチン予約フォームへの入口を作ってほしいです。今の所、ログインして区の予

約フォームで区外の会場確認、区外の予約フォームでログイン、予約可否の確認と、手間が多いので。 

【20 代／無記入・会社員】 

 

コロナ対策終了の明確な基準を示すこと 

【30 代／女性・会社員】 

 

医療従事者への金銭、人的援助 

【30 代／女性・会社員】 

 

都外ですが、コロナでクラスターになりやすく回数が減った 

【30 代／女性・会社員】 

 

ワクチンは「状況不明」よりも「できる」「できない」の説明が重要。 

【30 代／女性・会社員】 

 



指定感染症 5 類への引下げ 

【30 代／女性・会社員】 

 

実態に沿った補償 

【30 代／女性・会社員】 

 

抗体の有無を検査する体制 

【30 代／女性・会社員】 

 

オンライン授業の促進 

【30 代／女性・会社員】 

 

⑦の補償をスムーズに行う体制(補償金の付与遅れてませんか？） 

【30 代／女性・会社員】 

 

基礎免疫力の強化（食事内容の見直し、腸に負担のあるファクターの排除） 

【30 代／女性・公務員】 

 

一番（出勤か出張など）外出が多い会社員の主人がワクチン接種できず不安 

【30 代／女性・自営業】 

 

安全性が確認されていないワクチン接種の即時停止。コロナに対する正しい情報提供。PCR は不確実な検査なのでこ

れも即時廃止。コロナはただの風邪です 

【30 代／女性・主婦】 

 

区、都、国も不十分。 

【30 代／女性・主婦】 

 

コロナについての正しい情報 

【30 代／女性・主婦】 

 

新型コロナウイルスのワクチンを接種したくとも、なかなか予約が取れなくて困っています。2 度目の方は予約が取れやすい

ように感じますが、まだ 1 度も接種いていない自分は予約がなかなか取れません。 

【30 代／女性・その他 1 人親世帯でパート業】 

 

ワクチン接種、なかなか予約できません（7/14 現在） 

【30 代／女性・その他 求職活動中】 

 

PCR 検査とワクチンの禁止。真実を報道しコロナの茶番を終わらせる 

【30 代／男性・会社員】 

 

コロナ治療薬の開発 

【30 代／男性・会社員】 

 

「平等」な支援 

【30 代／男性・会社員】 

 

豊島区の方がワクチンを接種できる所が多い。板橋区民も豊島区の病院で受診できるようにして欲しい 

【30 代／男性・会社員】 



 

前年度の売上げに対しての補償とすべき→税金の無駄使い。仕事しないで大儲けしている飲食店がある 

【30 代／男性・会社員】 

 

エッセンシャルワーカーへの待遇の改善 

【30 代／男性・会社員】 

 

Support for foreign residents＿Including English information Support. 

【30 代／男性・会社員】 

 

ワクチン接種はがんばっていると思う 

【30 代／男性・会社員】 

 

テレワークの導入 

【30 代／男性・会社員】 

 

新型コロナウイルスの指定 2 類から５類への改正 

【30 代／男性・会社員】 

 

3 つまでじゃなくて全部足りてない 

【30 代／男性・アルバイト】 

 

仕事休みました。補償ダメでした。となるのが一番怖い 

【30 代／男性・自営業】 

 

都と話し合ってロックダウンすべき（早期解決のため）。1 ヶ月ロックダウンしてその間に全員ワクチン打てば終わると思う。 

【30 代／男性・自営業】 

 

平常生活に戻していくための道筋・基準の明示・開示 

【30 代／男性・自営業】 

 

④も大事だが②ができれば問題ない 

【30 代／男性・その他 大学職員】 

 

生活支援 

【30 代／男性・その他】 

 

給付金を全世帯に 

【30 代／無記入・会社員】 

 

金銭的支援 

【30 代／無記入・会社員】 

 

医療従事者の給料 UP 

【30 代／無記入・会社員】 

 

区長が何（対策）をやっているのか、まったく見えてこない。 

【30 代／無記入・会社員】 

 



経済とのバランスを考えた対策への転換 

【30 代／無記入・会社員】 

 

ワクチン接種の予約が取れない 

【30 代／無記入・会社員】 

 

熱が出ただけでは、PCR 検査さえされない可能性があるので危険 

【30 代／無記入・会社員】 

 

ワクチン接種後の死亡の方が多いことをもっと公表してほしい。もちろんワクチン接種のリスクの多さも、ワクチン接種する人

に説明すべき。 

【30 代／無記入・会社員】 

 

心のケア 

【30 代／無記入・公務員】 

 

治療薬の開発 

【30 代／無記入・自営業】 

 

国民全体への給付金。出ないからだれも言う事きかなくなってきてると思う 

【30 代／無記入・自営業】 

 

2021 年 8 月現在  マスクをしない人、大声でしゃべる年配の方々（聞こえないからかもしれません）+（熱中症の

危険）+（マスクと冷えピタをセットで売るなどあれば使ってもらえるでしょうか）、手を正しく洗えない方々（水でぬらす

だけでこすらない、石けんを使わない）、お酒を 5～6 人くらいで飲みながら外を歩くグループ（お酒を飲まない世界は辛

くて苦しいのかも）が多くなってきた印象です。 

【30 代／無記入・その他 無職・うつ病治療中】 

 

現金配布してほしい 

【30 代／無記入】 

 

検査は無料にしてほしい 

【30 代／無記入】 

 

特効薬の開発 

【40 代／女性・会社員】 

 

当たり前のようにワクチン接種を推奨しているが 2 年後、3 年後は大丈夫なのか。治験も済んでいないのに強制的な勢

いで接種を促すことがこわい。ワクチンよりも治療薬やかかった時の正しい対処法の情報がほしい。 

【40 代／女性・会社員】 

 

タイムリーに 

【40 代／女性・会社員】 

 

治療薬の開発 

【40 代／女性・会社員】 

 

治療薬の開発と供給 

【40 代／女性・会社員】 



 

夫のパートシフト減で家計が苦しくなった。生活保護の方には何度も給付金が出るが、 中間層にも大幅に収入が減って

苦しい思いをしている人がいることを知ってほしい。 

【40 代／女性・会社員】 

 

地方小企業への補償 

【40 代／女性・会社員】 

 

正社員でもボーナスカットが続いているので生活支援 

【40 代／女性・会社員】 

 

がんばっていると思う。海外の情報研究をもとにすぐに対応できる組織つくり 

【40 代／女性・公務員】 

 

ワクチン接種のリスク説明。国会議員が接種しない事に不信感がある。 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

公立の学校への（高校）タブレット配布、タブレットの活用 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

子育てに対する給付金。生活保護とかでなくても子供 3 人いると学費ギリギリでいろいろキツイです 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

科学的ではない心のケア（ワクチンが悪いと言っている人には相応の理由があるようですがそれはエビデンスの正しさでは

解決しないように思います） 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

一度決めたやり方にこだわらず、良いと思ったアイデアを取り入れ、そのむねを説明しっかりする。（何も言わないから国民

もイライラしてくる） 

【40 代／女性・アルバイト】 

 

感染対策を正確に行い、事業をすすめられる環境作り。そのための補償。 

【40 代／女性・自営業】 

 

軽・中等症患者に対する医療提供の充実 

【40 代／女性・学生】 

 

ワクチン接種の予約の取り方、説明が不十分。夜間、休日に接種可能な場所が明記されていない。とても困る。 

【40 代／女性・主婦】 

 

ワクチンを打つのに要介護者を介護者がつきそいするのに、暑さでタクシーなどつかわなければならず、負担が多い。弱者

のワクチン接種について負担をへらすこまやかな対応がほしい。来年も打つなら梅雨の暑さがくる前にうちおわってほしい。

ワクチン接種までつきそわなければならない弱者に（つきそいが必要な人）タクシー券など何かしら補助がほしい。 

【40 代／女性・主婦】 

 

学校行事をできるように努力すべき。大人の責任。中止は一番楽な道。 

【40 代／女性・主婦】 

 

オリンピックの中止 



【40 代／女性・主婦】 

 

コロナの影響で、給料が減ったり解雇により、給料ない人への給付金。いつも一人親を非課税のみで課税対象者でない

ため 

【40 代／女性・主婦】 

 

ロックダウンを行い、必ず補償をすること。それ以外にデルタ株やラムダ株を抑え込めるはずがない。 

【40 代／女性・主婦】 

 

むしろ何も対策いらないと考えます。人類はウイルスと共存してきた。生命力の弱い個体が死ぬのは自然の摂理というも

の。ワクチンでなく、どちらかといえば治療薬開発。 

【40 代／女性・主婦】 

 

コロナ専門病院の設立。縦割行政の改善 

【40 代／女性・その他】 

 

しょうがい者の人のこともかんがえて下さい。 

【40 代／女性・その他】 

 

ワクチンの接種券配布がとても早かったので、無事にワクチンを打てました。ペイペイ 30％もありがたいです 

【40 代／女性・その他 自由業】 

 

医療体制の見なおし 

【40 代／女性・その他 団体職員】 

 

生活保護の不正受給者を 0 人にすること 

【40 代／女性・その他】 

 

保健所だけにかたよらない体制。コロナにまつわる役所などで発生することのあるムダな作業をなくす 

【40 代／女性・無記入】 

 

保健所に頼らない感染者対応ができる体制 

【40 代／女性・無記入】 

 

ワクチン接種も大切だけど飲み薬も早く出してほしい 

【40 代／女性・無記入】 

 

居酒屋の感染対策がひどいです。区がチェックすべきです 

【40 代／男性・会社員】 

 

テレワークや時差出勤の促進・強化 

【40 代／男性・会社員】 

 

頭の悪い政治家の排除 

【40 代／男性・会社員】 

 

意図的なデマを流さない 

【40 代／男性・会社員】 

 



社会的立場、身分の弱い方々への支援 

【40 代／男性・会社員】 

 

区独自の現金給付 

【40 代／男性・会社員】 

 

相談窓口の拡充 

【40 代／男性・会社員】 

 

医療従事者へのサポート（減税等） 

【40 代／男性・会社員】 

 

国民に議会が今までのような説明不足ではなく、確実に分かって実行できるように説明させる。 

【40 代／男性・会社員】 

 

無計画な緊急事態宣言の抑制をして欲しい 

【40 代／男性・会社員】 

 

自粛休業＆補償ではなく、営業許可する為の条件等を設定すること 

【40 代／男性・会社員】 

 

ワクチンの対応はすばらしいと思います 

【40 代／男性・自営業】 

 

個人への補償 

【40 代／男性・自営業】 

 

共産党が余計な口を挟まない 

【40 代／男性・自営業】 

 

ベーシックインカム 

【40 代／男性・自営業】 

 

エッセンシャルワーカー以外の通勤禁止 

【40 代／男性・自営業】 

 

飲食店への休業要請をなくす 

【40 代／男性・自営業】 

 

飲食店での飲食（お酒） 

【40 代／男性・自営業】 

 

メディアのアオリ報道の禁止 

【40 代／男性・学生】 

 

WI-FI を区域内に完全整備すべし 

【40 代／男性・その他】 

 

一律給付金 



【40 代／男性・その他 フリーランス】 

 

ワクチン接種の順番、飲食店の協力金（低金額） 

【40 代／男性・その他】 

 

50 万円程度の一律給付金 

【40 代／男性・その他 無職】 

 

医療の拡充 

【40 代／男性・その他 主夫】 

 

コロナ特効薬の承認・増産 

【40 代／男性・その他】 

 

体制・制度の変更 

【40 代／無記入・会社員】 

 

国会を開催し議論しろ 

【40 代／無記入・会社員】 

 

板橋区がワクチン券を前倒しで発送してくれたのは本当に助かった。おかげで自衛隊で速攻打てた。あの時は板橋区でよ

かったと心の底から思った。 

【40 代／無記入・会社員】 

 

なぜ議員の方は給与「いりません」と、誰一人いわないのですか？ なにもしていないのに 

【40 代／無記入・会社員】 

 

減給、就職困難者への支援 

【40 代／無記入・会社員】 

 

PCR 検査してからのワクチン接種 

【40 代／無記入・会社員】 

 

税金の減税 

【40 代／無記入・会社員】 

 

コロナを示す論文などの呈示 

【40 代／無記入・自営業】 

 

コロナ対策受け入れをしている。きちんと個々の医師・看護師に危険手当を 

【40 代／無記入・主婦】 

 

高校の見学説明会を電話予約にしてほしい。ネット予約全く取れなくてうつ病になった。子供がころなで不登校になり精

神不安定、助けて 

【40 代／無記入・年金生活】 

 

高齢者はワクチンパスポート、現役世代はパスポートか陰性証明。必ず不正が生じるので罰則必須。 

【40 代／無記入・その他】 

 



コロナ関連、医療従事者への支援・補償待遇改善 

【40 代／無記入】 

 

母子家庭や収入が少ない人への給付金を手厚くしてほしい 

【40 代／無記入】 

 

ＰＣＲ陽性と症状のある感染者を別にして、無症状者を数にいれて煽る事をやめる事 

【40 代／無記入】 

 

ワクチン接種の全体的な圧力がこわい。本来は自由です。ワクチンの将来のリスクも示してほしい。 

【40 代／無記入】 

 

飲食店だけが大変すぎる、不公平!! 

【50 代／女性・会社員】 

 

週 3 日休日 

【50 代／女性・会社員】 

 

「板橋区はここに力を入れています」という施策が見えない 

【50 代／女性・会社員】 

 

軽症陽性者のためのホテルの確保 

【50 代／女性・会社員】 

 

公共施設の利用停止 

【50 代／女性・会社員】 

 

遅れている。税金の取り立ては早いが、給付金は遅かった。本当にムカつく! 

【50 代／女性・会社員】 

 

黙食のすすめ 

【50 代／女性・会社員】 

 

飲食店の開放。飲む人がコロナになる訳ではない！ 

【50 代／女性・会社員】 

 

有料化してもよいと思う。国の借金が増えるだけ。全てにおいてデジタル化 

【50 代／女性・会社員】 

 

軽症・中等度のベッド確保 

【50 代／女性・会社員】 

 

ワクチン対応全住民にすぐに行き渡るように。コロナによる自粛をいち早く解除してほしい 

【50 代／女性・会社員】 

 

どれも重要で不足していると感じます 

【50 代／女性・会社員】 

 

一律 10 万円給付 



【50 代／女性・アルバイト】 

 

医療関係で働く方への補償の大 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

今私はワクチン接種できるのにどこへ電話しても予約がとれない。打ちたくても打てない。先進国とはおもえない。他国へく

ばるんなら自国を優先しろ。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

ワクチンの本当の恐ろしさを何故か公表されない疑問。接種後沢山の人が死亡しているにもかかわらず因果関係なしと

ばかりされている。遺伝子組み換えられるものなのに。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

マスク装着の義務化。罰則付の条例で決めてほしい。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

個人の意識の問題。外出を避ければいいこと。行政のせいにしすぎ。 

【50 代／女性・アルバイト】 

 

（教育面が心配）休学中の補修 etc。コロナによる学力低下は、将来の国へのダメージになります 

【50 代／女性・主婦】 

 

対コロナ治療に特化した医療体制の充実 

【50 代／女性・主婦】 

 

コロナ治療薬 

【50 代／女性・主婦】 

 

地域でできる活性化 

【50 代／女性・主婦】 

 

治療薬開発 

【50 代／女性・その他】 

 

感染した患者の行動をどんなことしても履歴する。相手に迷惑をかけると言って黙る人間には本人の名前や顔尾を出し

店からの情報を出させる。 

【50 代／女性・その他 無職】 

 

ワクチン接種できる医療機関があっという間に予約でうまり、夫と息子（高校生）が打てていません。 

【50 代／女性・その他】 

 

区政ではないが、首相にまともな会話能力を持たせるのが重要な対策。あれは、ロボットのペッパー君以下の会話（もと

もと会話になっていない）。記者会見どうにかしてほしい 

【50 代／女性・その他 預金生活者】 

 

コロナについて、まだ軽い認識でいる人がいる。ワクチン打てば、全て大丈夫と思っている人もいる。 

【50 代／女性・その他】 

 



昔から飲食に対して甘かった。きちんと調べるとえいせい面で店を出せない所は沢山あるのに保健所が長年にわたり見て

見ぬふりをしてきた。 

【50 代／女性・その他 生活保護】 

 

イギリスのように経済重視した方が良い。コロナにかかったらそれは仕方ないと思うべき。緊急事態宣言はやらなくて良い。

インフルと同じ扱いで良いと思う。濃厚接触者とかもうどうでもいい。 

【50 代／女性・その他 パート】 

 

自民党政権を終わらせる 

【50 代／女性・その他】 

 

軽症でも本人が苦しければ受診できるシステム。保健所の能力を上げてほしい 

【50 代／女性・その他】 

 

以前あった家族１人当たりの金額の補填 

【50 代／女性・その他 働きたくても障害があるので働けない。年齢で働くことができない。】 

 

国民へも事業者へも給付金、減収補填。コロナ収束後も、パンデミックはいずれ必ず起きるので、医師・看護師の増員

と労働環境改善（特に看護師）。 

【50 代／女性・その他】 

 

ワクチン郵便対応は早かったと思います。(良） 

【50 代／女性・その他】 

 

若年層へのワクチン接種はやめるべき 

【50 代／女性・無記入】 

 

ワクチン接種が全くできない 

【50 代／女性・無記入】 

 

説明責任を果たすこと 

【50 代／男性・会社員】 

 

PCR の無料化。陰性ならば酒店に入っても良くするとか 

【50 代／男性・会社員】 

 

理解する場を持つ事、交流会等 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナにより生活に行きづまり自死を選択する人を減らすこと。そのためには給付金を支給するなどの素早い対策が必

要。昨年に 1 回 10 万円もらっただけでは全然たりない。不十分。 

【50 代／男性・会社員】 

 

①若者・中年の活動期にある層を優先したワクチン接種で、日本経済を速やかに再開。②ワクチン接種促進のために、

接種済証明書の発行及び不所持者（未接種者）への行動制限、（接種済者の行動緩和化）。③寝たきりや痴

呆老人への接種を第一優先とした、愚かな政治判断をした者達の猛反省。④オリンピックの即時中止。⑤IOC の解体

と真のオリンピック精神に基づく 新組織の創設。 

【50 代／男性・会社員 日本の将来を真剣に考えるもの】 

 



感染者や陽性者を減らす対策ではなく、重症者、死者を減らす対策。ワクチンの副反応に関する情報発信強化。 

【50 代／男性・会社員】 

 

コロナ差別がなくなって欲しい。 

【50 代／男性・会社員】 

 

事業所だけでなく、各家庭への金銭支援 

【50 代／男性・会社員】 

 

ワクチン接種の一時停止でちゃんとした案内がない。「区のホームページ見て」みたいな他人事。 

【50 代／男性・会社員】 

 

オリンピック中止 

【50 代／男性・会社員】 

 

持病があるのでワクチンを打つべきか悩んでいる 

【50 代／男性・アルバイト】 

 

ワクチン接種予約の高効率化、ワクチン供給量の増加。 

【50 代／男性・自営業】 

 

カルト信者によるデマ、終末思想ネタの折伏防止と摘発 

【50 代／男性・自営業】 

 

よくやってるほう 

【50 代／男性・自営業】 

 

給付金、支援金 

【50 代／男性・自営業】 

 

障害者（知的）への支援と補償 

【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）】 

 

コロナやワクチン接種希望者への差別抑制をキッチリと 

【50 代／男性・その他 生活保護受給者】 

 

上記 2-2 に同じ 

【50 代／男性・その他】 

 

自宅療養待機をなくし、病院設立してほしい。 

【50 代／男性・その他】 

 

板橋区独自で区民１人あたり５万円以上の給付金 

【50 代／男性・その他 生活保護】 

 

ワクチンの強制 

【50 代／男性・その他】 

 

他市区町村のコロナ対策が分からず比較できない 



【50 代／男性・その他 長期失業者（1 年以上）】 

 

港区は財源が豊かなのか？地域振興商品券の配布がありますよ。 

【50 代／男性・その他 介護施設＆専門学校講師】 

 

イギリスやイスラエルなどの諸外国の状況からしても、ワクチンで全てが解決とはおそらくならない。基本的な感染対策の徹

底を、口を酸っぱくして言い続けることが必要と考える。この点について政治からの発言が全く足りていない 

【50 代／男性・無記入】 

 

真の情報を伝えて、プロパガンダにだまされず、元の生活に戻すこと。インフルエンザと同じ５類にする 

【50 代／男性・無記入】 

 

1 回目の予約は取れたが、2 回目は自力で取れと言われ、まだ取れず。2 回セットなのになんで 2 回目自力で取らせる

の？ 取れなかったらどうするの？ 変なの 

【50 代／無記入・会社員】 

 

小説「臨床のとりで」を為政者が読んで腰を上げること（すぐ読める） 

【50 代／無記入・会社員】 

 

マスクをしていない方の注意喚起 

【50 代／無記入・会社員】 

 

（②について）予防接種のはじまるのが遅かった。予約ができる病院とできる病院があり口コミで予約できると言われる

病院に連絡して 1 回でも受診していたら予約させてもらえるなど平等性に疑問を感じました。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

コロナ後の後遺症にも無料 

【50 代／無記入・会社員】 

 

特に大山商店街の人流、ワクチン接種を含めて情報開示 

【50 代／無記入・会社員】 

 

図書館を閉館しない。今はやっているが、全て閉めたことが何回もある。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

イベルメワクチン、カクテル療法、その他これから出てくるかもしれない治療法、どんどん取り入れていける区であってほしい。 

【50 代／無記入・会社員】 

 

2-⑤⑥は、活動を続けてる方も多くいます。都・区のプール体育館などの休館をお願いしたいです。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

コロナも寿命のうちと思うので天にまかせる 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

ワクチン接種の電話が全くつながらない。子どももいるので、早く家族皆接種したい。特に子供は夏休み期間中に 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

医療で働く人へのありがとうだけでなく、募金や献血で協力と、陽性からコロナ患者になった人は、家ではなく、ホテルで

対応。そこで重症者判別。家では広がっているのに、それぞれ日中もらってくる可能性Ｗになりかねない。Pr のブログによ



れば、コロナにかかり、数日経たないと検出されないらしいので、安易なテストは不要。医師からの指示で行うのが望まし

い。 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

抗原検査の配布 

【50 代／無記入・アルバイト】 

 

イベルメクチン等の早期承認遅すぎ！！ 

【50 代／無記入・主婦】 

 

ワクチン予約できません（65 歳以上）64～18 歳（幅がありすぎ。64～40 歳を優先するべきだった） 

【50 代／無記入】 

 

ダラダラとした方法よりしっかり保証、そして短期ロックダウンで感染をおさえるべき。 

【60 代／女性・会社員】 

 

薬 

【60 代／女性・会社員】 

 

コロナワクチン接種の予約にどれだけ神経使ったか、予約とれたのでほっとしてダメとレンラク。３つの病院ひどい!! 

【60 代／女性・会社員】 

 

介護施設への減収補填 

【60 代／女性・会社員】 

 

感染した人が入院できる野戦病院のようなものを早急に準備すべき！ 菅総理の云っている「安心・安全」はでたらめ。

国民のことを少しも考え手いない 

【60 代／女性・公務員】 

 

年代による意識の差。自粛している店舗とそうでない店舗との意識の差と追随する利用者全世界を鑑みれば終息はま

だ先なのにと日々思います。 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

ワクチン接種をしてくれる所が現在ないので接種できない人がいる! 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

生活困窮者がでないようにする。ベーシックインカムを取り入れる 

【60 代／女性・アルバイト】 

 

何をしているのか見えてこない 

【60 代／女性・自営業】 

 

感染をひきおこす原因を避ける対策 

【60 代／女性・主婦】 

 

39 才以下ワクチン接種予約とれず接種出来ない。 

【60 代／女性・主婦】 

 



現在政府が行っている対応では、この感染者増加を止める事が難しいと思われます。諸外国と比べて甘すぎる対策に疑

問を感じている。 

【60 代／女性・主婦】 

 

〇〇宣言なんて必要なし。具体策の実行してほしい 

【60 代／女性・主婦】 

 

オリンピック反対の決議 

【60 代／女性・主婦】 

 

政府から国民に伝わる的確な指示。正確で役に立つ情報提供 

【60 代／女性・主婦】 

 

感染症の基本、検査と隔離を徹底しなければ何も始まらない 

【60 代／女性・主婦】 

 

感染対策厳守させる体制強化、声かけだけでは不十分。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

個人の医者のワクチン対応が少ないので多くする。日曜日も他区はやっている 

【60 代／女性・年金生活】 

 

板橋区の対策を知らないので、東京都との違いを教えて下さい 

【60 代／女性・年金生活】 

 

ワクチン接種後の死亡者の状況の詳しい説明提供（国政にも） 

【60 代／女性・年金生活】 

 

飲食店の営業制限ではなく、店の感染対策、たとえば山梨県のような対策を取って、その有無で補てん。徹底されれば

対策してない店は集客出来ず、つぶれる。すべて補てんするより、コロナ太りしている店のとうたもすべき。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

インターネットも、スマホも、新聞もないので、高齢者のワクチン接種券が送られてきて、それしか知らない。どうやって知れ

ばいいのか。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

自宅療養者、医療従事の方への支援 

【60 代／女性・年金生活】 

 

ワクチン接種をする時には、必ず指定して、郵送した方が良かったのでは。ネットで申込むと、2 回目も自分でとるなんてお

かしい。そのようにした OK だした人には、責任を取って欲しい。 

【60 代／女性・年金生活】 

 

私は若い頃から共産党を支持しています。選挙の時は必ず投票しています。今の社会は暮らしづらく、これからの社会もと

ても心配です。オリンピックは何故行われたかと思います。（選手の頑張っているのには申し訳ないですが） 

【60 代／女性・年金生活 生活保護】 

 

ワクチン接種の早期完了 

【60 代／女性・年金生活】 



 

緊急事態宣言中でも飲み屋の営業、マスクなし、騒ぐ等の取り締まりをする  

【60 代／女性・その他 ケアマネ】 

 

一部の医師は信用出来ない人がいる事。 

【60 代／女性・その他】 

 

入院が必要なすべての感染者がただちに入院・治療を受けられる体制 

【60 代／女性・その他 契約社員】 

 

⑥→新聞やニュースを見ない人たちへ 

【60 代／女性・その他】 

 

相談窓口の充実。どこに相談したらよいかを振り分けてくれる窓口が必要 

【60 代／女性・その他】 

 

発熱があったりした時に、いつでもクリニックなどで PCR 検査など受けられるように（インフルエンザの時のように） 

【60 代／女性・その他】 

 

若者の路上飲み（かたづけろ!! 集まるな!!）です。 

【60 代／女性・その他】 

 

①から④は“重視”以前の基本的事項であると思います。その上に立って、経済的支援だけでなく、孤立を防ぐなど精神

面での支えが大切だと考えます。 

【60 代／女性・その他】 

 

知り合いの老人はワクチン申し込みをしていない。手伝いも拒否。 

【60 代／女性・無記入】 

 

コロナ禍の新しい生活へのスムーズな移行 

【60 代／女性・無記入】 

 

若年層（64 歳以下）のワクチン接種はなぜこんなに遅れているのか?  体制が悪くて予約が取れないのか? 医療

保険を支払っているのに、受けたい医療も受けられないとは。国、東京都の対応対策も現状の実態を正しく把握してなさ

過ぎでは? 

【60 代／女性・無記入】 

 

情報の発信があいまい。役に立つ情報が乏しい。 

【60 代／女性・無記入】 

 

計画性のある施策 

【60 代／男性・会社員】 

 

陽性者の自宅療養≒既に医療崩壊、中等症、ホテル療養の実態を国民に開示すべき！「自宅に戻るまで、3W 程度

静養するだけで PCR 検査もしないで自宅へ戻る」と聞いたことがある。この中途半端な仕組は医療とは言えない。一部

の人しか知らないが、医者と患者は知っている。本当に完治なのか？科学的根拠に乏しい。 

【60 代／男性・会社員】 

 

ヨーロッパのように、コロナ患者をまとめて集めて治療すべきだ 



【60 代／男性・会社員】 

 

保健所費や医療従事者に、大幅な負担軽減。 

【60 代／男性・会社員】 

 

特にない 

【60 代／男性・会社員】 

 

ワクチン接種予約で電話したら、ワクチンがないので板橋区の集団接種は中止とのこと。その日の夜の、下村博文の

LINE ニュースでは、「ワクチンがないのは風評である」どちらが本当なのか？ 下村博文は何者ですか？ 

【60 代／男性・会社員】 

 

陽性者の隔離 

【60 代／男性・会社員】 

 

個人への給付金 

【60 代／男性・会社員】 

 

何を基準にしているのですか? うその（ＰＣＲ検査、コロナウイルス）→科学的証明がないこと。小池都知事の「証明

書」がネットで出回っている。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

減税 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

どのようなことをすると、コロナになるのか、みんな知っているはずです。もう自己責任です。対策はほどほどに。 

【60 代／男性・アルバイト】 

 

生活事業者への支援 

【60 代／男性・自営業】 

 

かなりやられていますが 

【60 代／男性・年金生活】 

 

生活費が少ない 

【60 代／男性・年金生活】 

 

職に就けない為、個人事業主として再出発を考えるが、前年実績がない為なんの補助もない。起業促進による経済再

生策の期待したい。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

政府の本根の訴えがない。現状を分析し、良いこと悪いとこを隠さず説明し、国民全体がコロナに進んで対峙していくよう

に説得すべきだった。（コロナの初期段階で）それがあれば国民の多くの人がある程度共感してもっと対策がスムーズに

運んだのではないか。今は政府への不信感しかない。 

【60 代／男性・年金生活】 

 

なんびともワクチン接種ができるようにするべきだ。 

【60 代／男性・年金生活】 

 



人手不足。ぜったいふやすべき 

【60 代／男性・年金生活】 

 

区民への補償 

【60 代／男性・その他 パート】 

 

感染ルートなどをきちんとトレースして可能な限りの感染原因を突き止める。 

【60 代／男性・その他 パートタイム】 

 

こんな状況でオリンピツックやるとは狂気の沙汰 

【60 代／男性・その他】 

 

集団接種会場での数量拡大。区ごとの感染者数、死亡者の年代・男女数の公表をしてもよいのでは。赤塚会場満員

の為小豆沢会場までいかなくてはならない。 

【60 代／男性・その他】 

 

２３区の中でも良いほうだと思います。 

【60 代／男性・無記入】 

 

PCR 検査は感染症の検査には正しくない。PCR 検査を開発したキャリー・スミス氏もそう言っています。ワクチンも今、人

体実験をしているようなものです。 

【60 代／男性・無記入】 

 

病院・医療体制の拡充。十分な手当を!! 都立病院を守る。③減らしてきたのがまちがい。早期治療の体制の充実、

軽症者を治療すること。⑦国がすべき。 

【60 代／男性・無記入】 

 

芸術・文化分野への手厚い支援 

【60 代／無記入・会社員】 

 

マスコミ報道による社会的不安の改正 

【60 代／無記入・会社員】 

 

医療体制強化 

【60 代／無記入・会社員】 

 

固定資産税、住民税の軽減 

【60 代／無記入・会社員】 

 

板橋区は 65 歳以上を一度に配布したようで、診療所が大混乱していた。チケットを持っていても、予約がすぐに取れなか

った。横浜市のように、95 歳以上/85 歳以上/75 歳以上/65 歳以上と 10 歳刻みで混乱なく進めて、結局横浜の人

の方が、６月末までに（65 歳以上）段取りよく進んで、早く終わっていてびっくりした。神奈川県はよく考えている。進ん

でいる。 

【60 代／無記入・アルバイト】 

 

政権交代 

【60 代／無記入・自営業】 

 

病院拡充、独法への転換をやめさせる。 



【60 代／無記入】 

 

援助を本当に必要とする人、事業者への支援 

【60 代／無記入】 

 

現金支給 

【60 代／無記入】 

 

自分自身は開業医でワクチン接種を受けられている。 

【70 代／女性・会社員】 

 

在宅医療の充実。 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

PCR 検査の予約もなかなか取れない為、ドラッグストアで、家庭でできるのを買ったのですが、郵便局でも受け付けなくな

り、回収を頼んでも、何日でなければ回収できないとか、急ぎに間に合わないということが最近ありましたので①を 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

仕事の補填 

【70 代／女性・アルバイト】 

 

コロナワクチンで副反応がすごいので、すぐ生活に困らないようにすぐ対策をしてもらいたい 

【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】 

 

ワクチン接種の死亡者数、教える事 

【70 代／女性・自営業】 

 

すべてに計画性がなくて、1 年後、3 年後、5 年後、というような予測をたててない。付け焼刃的な思考だと感じます。 

【70 代／女性・自営業】 

 

板橋区は 23 区の中で感染者数が 8 番目に多い。日々の感染者数も多く、個人情報への配慮も必要と思うがどうい

う所で、これ柱感染しているのか知りたい。 

【70 代／女性・主婦】 

 

小さいい居酒屋は密になり、おしゃべりし、遅くまでやっている 

【70 代／女性・主婦】 

 

ふれあい館は利用者が少ないのにどうして開けているのか疑問に思います。 

【70 代／女性・主婦】 

 

未接種者（拒否的な人）に対する声かけをもっと発信して安全を強く押す。 

【70 代／女性・主婦】 

 

軽症者の暮らす場所。お金を出すだけでなく今あるものを役立てる。 

【70 代／女性・主婦】 

 

保健所の数を減らしたため対応の遅れなど見て取れた 

【70 代／女性・年金生活】 

 



現在行われているワクチン接種は治験の希望者を対称にしているものと考えている。なので、決して強制してはならない。

50 才台以下には接種してはいけない。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

わからない 

【70 代／女性・年金生活】 

 

板橋区内の感染人数は常に多い。しっかりした対策を考えて欲しい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

お願いだけでは効果ありません。お店は消毒など一生懸命気の毒です。今では客が悪いのと、路上飲み（強く注意、罰

金とか） 

【70 代／女性・年金生活】 

 

医師、看護師の増加 

【70 代／女性・年金生活】 

 

ワクチン接種の予約が取れず大変苦労しました。57 万人の住民がいるのにかかりつけ医を主になんて無理ですよね。私

は結局大手町の大規模接種を受けました。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

板橋区は感染者が多いのはなぜですか 

【70 代／女性・年金生活】 

 

コロナ病床を増やし、早期に恢復し、退院できるのが重傷者を減らす方法と思います。今は、医療を受けられない事で

症状が悪化し、退院できない、ベッドが空かないという悪循環。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

保健所と医療機関の役割分担を明確に 

【70 代／女性・年金生活】 

 

2021 年は、コロナ禍のオリンピックとなってしまい、危険なことがわかっていても、突き進む流れにこわさを感じました。区民

として、反対の声を上げることが大事だと思いました。区も状況の変化をみてほしい。子どもの観戦が中止になったことはよ

かった。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

保健所を２倍に増やす。病院の公・国立化。ワクチンの自国発明。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

生活圏が北区のため板橋区の商業圏ｅｔｃわからない。ワクチンについては、スムーズでよかった。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

感染拡大の詳細がないので、いい加減な情報を疑っている人たちもいる。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

接種の電話が掛からず、大手町で打った 

【70 代／女性・年金生活】 

 



３ヶ所で断られる。インターネットはできない。74 歳でワクチンが未だ打てない。考えられない。国が言ってることは何？ 

小豆沢病院でも断られた。小池委員長はどう考えているのか。共産党を支持しているのに。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

私自身 2 回目ワクチン接種が 7 月 27 日なので、多少安心してはいますが、（かかりつけ医）なので頑張っていると思

います。路上飲みとか、抑制を聞き入れない者に対して、罰則を与えては。医療関係者の負担を何とか減らしてほしい。

日本は優しいし、甘やかしすぎ 

【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）】 

 

政府は感染症を舐めている。だから治らない。強い規制を作るべき。感染列島なのに（特に東京）それなのに運動ごっ

この祭りごとなど考えられない。頭おかしくなったのではないか、とみな国民は不安に怯えている。金社会はなくせ!! ベーシ

ックインカムに!! 金儲けのことなど、今は忘れてください。ベーシックインカム月 20 万円必要。全国民のゆとりある生活

に!! 国民平等に全て分け与える精神をもってほしい。 

【70 代／女性・年金生活】 

 

国の指導者は国民に届く言葉できちんとした強いメッセージを出すこと 

【70 代／女性・年金生活】 

 

病院関係者の給料アップ保障 

【70 代／女性・その他】 

 

コロナ陽性者への病院・クリニックの初期対応。PCR 検査の方法―おしりからとる 

【70 代／女性・その他】 

 

仕事ができる場所が欲しい 

【70 代／女性・その他】 

 

自民党ではダメ! 相談できない党! どの政党に相談したらよいか分からず、悩んでいた時、このアンケートが入っていたの

で書かせていただきました。コロナで飲食業の自粛が義務付けられている中、大山のあるビルの２階で、朝７時頃までカラ

オケで大騒ぎをしている店があります。夜中でもかまわず、聞きたくもない歌が防音装置もしていない建物から聞こえてきて

大迷惑しています。あのような店にもコロナで減収になったと申告すれば補償されるのでしょうか。直接注意したいと思って

も、どのような仕返しされるかと心配になり、できません。区役所職員、区議会議員の方々は板橋区の中の飲食店をこ

まめに巡回して指導すべきです。板橋区に住んで 48 年になりますが、選挙期間中以外でも個別訪問をして悩み事など

の有無や相談に乗ってやることは違反なのでしょうか。 家に訪ねて来ていただくことはあまりありませんが。パンフレットだけ

配付してくださるだけでなく、コロナ急増中は無理だと思いますが、通常に戻ったら是非行っていただけませんか。広報に掲

載された時に顔を見たりパンフレットで見たりするしか、街でお会いしても区議会議員の顔を知りません。以前の区長さん

は、大山の街をよく歩いておられましたが、今の区長さんは、区民祭りの挨拶の時しかお見かけしたことがありません。区

長さんももっと街を歩くべきです。 

【70 代／女性・無記入】 

 

特別定額給付金をだしてほしい 

【70 代／女性・無記入】 

 

（③について）残業が多い深夜迄ザラ、人員をふやしてほしい 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

政府の考え方がわからない 

【70 代／男性・アルバイト】 

 



若い人 20 から 30 代の意識をどう変えるか？ 何やっても無駄、何やっても同じと思ってるみたいだから 

【70 代／男性・アルバイト】 

 

VRS の構築費用、維持費用について追及してほしい。v-sgo にも摂取回数を入力するところがあり VRS は必要なしと考

える。ワクチン接種費用の請求支払義務をパーソルワークスというところに外注しているが、その外注費用が適正かどうか

追求してほしい。 

【70 代／男性・自営業】 

 

非常時に於る体制や対応についてもっと考えるべき 

【70 代／男性・自営業】 

 

ロックダウンが出来る法律を作れ。パンデミックには私権制限が有って良い。 

【70 代／男性・自営業】 

 

普段と、何も変わっていないのでは？ じわじわ感染者は増え続けているのは心配！ 

【70 代／男性・自営業 破産手続き中】 

 

重症化を防ぐため軽症者の入院・治療 

【70 代／男性・自営業】 

 

批判ばかりの野党は不必要と考えています 

【70 代／男性・自営業】 

 

陰性者（検査ワクチン等のチェック）には一切の制限をしない（営業時間などの制限廃止）。一律に制限をかけるの

は無策以外の何物でもない。 

【70 代／男性・自営業】 

 

どんどん情報開示 

【70 代／男性・自営業】 

 

PCR 検査をはじめ発熱外来は対応医療機関区医師会の動きなど全く知りません。日々の新聞で情報を得ているだけ

です。他区の情報はニュースになっているけれど板橋区はほとんど見かけない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

総括質問・人員の国家削減は本当の民主政治を貫くのなら経営者側 3 割諦めたとしても 7 割は労働者削減、その経

営者側が自民党に参画に走ったとしても人に雇われて安い給料で不満を洩らしている者が大多数何故自民党一党独

裁なのか、国民よ今一度己の力を国政に発揮せよ。自民党という存在を抹消せよ。総評を弱体化させたのは公務員組

合だ→これはコンピューター化による業務率解放。どんな不景気でも毎年定期昇給が約束。これでは労働運動には力が

入らないわけだ。全国の公務員を今の 25％削減が経済復興のキーポイントと断言する。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

他区に比べて、ワクチン接種、PCR 検査の促進、計画、PR が遅く感じる。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

ワクチン生産、開発 

【70 代／男性・年金生活】 

 

区内のコロナ情報の公開 

【70 代／男性・年金生活】 



 

共産党ならどうする。全員ＰＣＲ検査 

【70 代／男性・年金生活】 

 

区の対策 or 見えない（区長、議員（共産党も含めて）、職員何をしているのか、タイマン 

【70 代／男性・年金生活】 

 

診療所で PCR 検査が出来るように、→発熱外来 

【70 代／男性・年金生活】 

 

最大の重視は、カン内閣の退き。そこを見誤ると共産党はじめ野党の次の手が自民の施策にとりこまれる。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナ対策の場合、スムーズな受入体制（ルール） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

板橋集団接種の充実化（申込時インターネット、ｔｅｌもつながらない問題です）。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

コロナウイルスそのものについて、検証。理解しているとは思えない。コロナの正体を理解していない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

オリンピック中止 

【70 代／男性・年金生活】 

 

23 区で板橋の日々発症は、ワースト 8 以上で時々世田谷区とトップ争いになるくらい。旧七小の PCR 検査場が野戦

病院みたいで体裁が？ 人の出入はほとんどない。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

マスクなら何でも良いのが今。だが、布マスク・ウレタンマスク、スカスカ、ウォーキングスポーツ、不織布マスク、ウイルスに効

果あり、人混みを人と話す時用。推奨マスクを決めるべき。また陽性だった人は何を使っていたのかのデータも取るべきと

思う。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

国のやっている事が朝令暮改で一貫性がない。国民生活を守って欲しい。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

区行政のリーダーシップ 

【70 代／男性・年金生活】 

 

野戦病院の設置 

【70 代／男性・年金生活】 

 

政治家の活動(黙り休んでいる場合ではない） 

【70 代／男性・年金生活】 

 

家庭内感染の防止策。区の独自対策は何もないのか。感染者はすべて家庭ではなく、ホテル、医療機関に隔離すべき

である。 

【70 代／男性・年金生活】 



 

国政、保健所等々はどのように活動しているか不明。総合的に判断できる何かを忘れている。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

板橋区内の広い土地に野戦病院的な物を作る予定はありますか。例、西台駅近くのゴルフの練習場の跡地、あるいは

この際、城北公園のグランドなど。また志村坂上の板橋中央総合病院前の広大な空き地など、利用できないものか

（ただし企業の所有）検討の余地は十分あると思います。テレビの報道、町内の回覧板などを見ていても、区は何もや

っていないようにも見える。 

【70 代／男性・年金生活】 

 

野戦病院 

【70 代／男性・年金生活】 

 

PCR は全く意味がない。ワクチンの強制、グリーンパスには反対です。 

【70 代／男性・その他】 

 

区の体制の強化 

【70 代／男性・その他】 

 

国・都の命令拒否 

【70 代／男性・無記入】 

 

早期に区独自の検査・入院設備の設置。区のコロナ対策の情報発信が不足していた。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

今のままで良いのか？を保守・革新問わず議論してほしい。 

【70 代／無記入・主婦】 

 

3 つでは収まらない 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

特効薬 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

ワクチン難民になっていますので、最終的にワクチンが残っていたら、の心境かな 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

貧困が全体に拡大している。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

感染者数やどのようなことをしているのか？ インターネットのない者はどうしたら。ワクチンは不足しているとのこと 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

区の対策はわかりませんが、大したことないんでしょうね。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

日本国は堕落して、国会議員の不始末は重罰にしないと、こいつらは永遠に悪事をやらかしてゆくことでしょう。小泉、安

倍、菅、二階、麻生、河野、小泉のガキ、森、文部、厚生大臣、他無能な馬鹿野郎ども全員処刑！ 

【70 代／無記入・年金生活】 



 

ワクチン接種申込は「かかりつけ医院（区内）」ですが、私は区外でしたので、しかたなく大手町で接種を受けました。今

後区民からの申込は一元化して受付けてはどうか。 

【70 代／無記入・年金生活】 

 

全ての区民にワクチンを 

【70 代／無記入】 

 

新型コロナ対策で板橋区では何をしているのかわからない 

【70 代／無記入】 

 

私はワクチン２回終わりました。大手町のほうです。板橋最悪です。区役所電話全てつながらず 

【80 代以上／女性・自営業】 

 

全体がわからない。個人的には、かかりつけの医者に予約し、鎮痛・解熱の薬も処方してくれたので満足しています 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

医療従事者の増員（緊急課題）。現状では安全性が守られていない。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

医師、看護師、介護士、スタッフ等医療従事者の増員を優先させるべき。現在スタッフ不足で、救えない命が出てい

る。コロナ前からの現象なので、この際絶対に増員を勝ち取るべき。 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

③必要でも国が何故やらないの？ 

【80 代以上／女性・主婦】 

 

医療従事者への感謝の表明、治療薬の開発 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

いつでもどこでも無料で PCR 検査が受けられる 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

1 回目は、子どもにインターネットで取ってもらったが、2 回目はコールセンターがいつも「おわりました」で打っていない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

ＴＶＢＳｅｔｃ．志位、小池さんの説明が一番分かりやすい 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

コロナと戦う「野戦病院」を。働く人々の実態が見えてこない。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

頼りは広報のみだが伝わらない。極めて形式的。1 年 8 ヶ月で変わっていないのは、非常時に対応させる気がないと考え

る。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

公的な病院を減らさないで欲しい 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 



どのような対策をしているのか知りません。 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

そもそも実態がわからない 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

コロナ数の多い 20 代、30 代に早くワクチンを 

【80 代以上／女性・年金生活】 

 

0120-985-252 の TEL は全然通じない為接種出来ない。かかりつけ医院のない人の為に考えてほしい。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

PCR の検査全員にすれば早期発見でわかれば保菌者は出歩かない様気をつけるのが 1 番早いのではないでしょうか亡

くなる人も少なくなるのではないでしょうか。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

コロナワクチンの予約で老人にはむずかしい 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

長期にわたり、自粛・活動中止をまじめにやってきたのになぜ再び増加するのか不思議にさえ感じる。 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

オリンピックの中止、海外との人の交流をできるだけ少なくする 

【80 代以上／女性・無記入】 

 

偉そうな事はいえません。個人で気をつければと思っています。 

【80 代以上／男性・アルバイト】 

 

PCR 検査を無料に。 

【80 代以上／男性・自営業】 

 

ワクチンの接種が遅すぎる 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

体育館等の使用情報 

【80 代以上／男性・年金生活 年金が少ない為、家内の世話になっている。】 

 

ワクチン接種の遅れ。各個人の気の引締め 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

区として何をやってきたのか、世田谷区のようにすべきではないかと思います。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

保健所を高島平に造る 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

区報を見る限り、区独自のコロナ対策がない。こんな事ではいけない。53 万人に対し感染者１万を超えている。53 人に

1 人は感染している事になる。区は何をしているのか。議員は何をしているのか。 

【80 代以上／男性・年金生活】 



 

板橋区として、何を重点的に対策しているかが判らない。区報その他で区民に呼びかけるべきでは…… 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

ワクチンへの対応が敏速でよかった。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

特にワクチンの取り組みが遅い 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

できることはすべてやる。若年層への対策強化。 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

区の対策が見えてません 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

五輪を中止し、国民の命と生活を大切にする政治 

【80 代以上／男性・年金生活】 

 

住民には区の対策は見えない 

【80 代以上／無記入・年金生活】 

 

パソコン、スマートホンない友人を介して予約できました。お礼もしましたが、高齢者が自分で予約できるようにしてほしい。 

【無記入／女性・年金生活】 

 

私はもう終わっていますが、老人より対面なさる職業の方に早くしてほしいですね。年齢より職業の方が先だと思います

が？ 

【無記入／女性・年金生活】 

 

減税 

【無記入】 

 

夕方から夜の間に、デリバリーサービスをする人に、優先的にワクチン接種と支援金。それに加えて、デリバリーサービスを、

夕方から夜の間に利用する人への割引や、在宅での楽しみを推進する 

【無記入】 

 

日本共産党は区政の妨げをしないこと 

【無記入】 

 

正しい情報を 

【無記入】 

 

国や東京都に比べると少しは評価する。コロナが抑えられないなら、それにより損害を受けた人を保護するべき。政府は

自分たちの事ばかりで、納税者を助けようとしない 

【無記入】 

 

公務員の給与を下げる。給付金の作業を外部に委託しない。 

【無記入】 

 



今頃対策するのですか？船のせいですよね 

【無記入】 

 

金 

【無記入】 

 

すべて重視すべきだが、1 人 1 人のエチケット、マナー、自制心に負うところが多い。今が楽しければ良いという享楽的な

行動を変えられなければ同じである。 

【無記入】 

 

強力な外出規制 

【無記入】 

 

医療実施者の育成と給料補てん。国民の税金は、こういう所に使うべきだ。 

【無記入】 

 

閉店に見せかけた飲食店の夜間営業と酒提供の取り締まりと補償対象からの除外 

【無記入】 

 

情報提供は全国民に理解を求めるのに不可欠。 

【無記入】 

 

金 

【無記入】 

 

マスク、給付金も遅かった。他区との時間差が疑問でした。この原因と改善を。（ワクチンは他と比べて早かったと感じま

した） 

【無記入】 

 

ワクチンが足りていない 

【無記入】 

 

日々蓄積されていくデータに基づいた対策。いつまでも 2019 年の対策の繰り返しは無意味 

【無記入】 

 

自分で護るしかない 

【無記入】 

 

議論が足りない…。 

【無記入】 

 

②、③の回答を前提としている 

【無記入】 

 

デジタル化社会への対応、分かりにくい 

【無記入】 

 

集会所使用について！緊急事態においても数人で集会を行う（AM9:00～PM9:00 まで貸し出す）のはいかがなもの

か 



【無記入】 

 

これまでのコロナ対策への検証。ワクチン副反応に関する検証。指定感染症 5 類以下に下げることの提言 

【無記入】 

 

医療機関の人材の質をあげさせる教育が必要。患者を見れない医療者が増加しすぎています。それを気にかける教育

者が少なすぎて遅すぎたからです。学歴をあげる事で多面的に考えられる人間形成が失敗しているからと考えます。 

【無記入】 

 

都知事のリコール、区議の見直し 

【無記入】 

 

個人の医療機関がなんと多いことか。公的機関が増えることを願ってます。 

【無記入】 

 

人は罰則よりお得感で動く。アプリを作り自宅周辺にいる時間で商品買えるポイントがつくアプリを作って運用してほしい。 

【無記入】 

 

具体的な感染経路調査、変異株への対策法、国民支援全般、娯楽支援 

【無記入】 

 

生活弱者の方への支援 

【無記入】 

 

４度目の緊急事態宣言で、誓約書と引き換えに協力金を先渡しするとか、金融機関を巻き込んで、今まで飲食店にが

まんをさせておき、脅しもかけるような事は許されません。オリパラ開催のためとしか思えません。人々の安全が確保されて

から生活が戻ってからの開催をすべきだったのです。 

【無記入】 

 

今、都政、国政では何が課題なのか？ やはりオリンピックとコロナ 

【無記入】 

 

中～軽症者療養仮設住宅建設。親が感染した場合の幼児保護体制。 

【無記入】 

 

厚労省に対して報告していない事が多発しておりますので、ラムダ株発生したにもかかわらず、オリンピック時の発見もあり、

隠蔽、嘘の体質を改善するため、職員を辞めさせる処分して欲しい。 

【無記入】 

 

なぜそのようなことを今になって聞くのですか？ 

【無記入】 

 

重症になる前に入院できる体制 

【無記入】 

 

２類扱いを５類へ 

【無記入】 

 



少なくとも板橋区のワクチン接種に関しては、とても迅速で良かったと思います（東京と他の区と比べてというレベルです

が） 

【無記入】 

 


