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いのち署名に寄せられたひとことメッセージ（抜粋） 

 

税金が元手の政党交付金を止めてください。日本国が潰れます。孫達は困ります （八十

歳のババ） 

 

コロナで仕事を失った人は食料品を受けられるらしいが、実際もらえるのは父親のいな

い母子家庭世帯か、80 歳以上の独居高齢者くらいで、それ以外の人には食料が行き渡って

いない。 電話料金を食費に回すために固定電話や携帯を解約したので、コロナの電話相談

にかけて相談することができない。 市役所やハローワークに相談しても、「努力が足りない」

と言われる。 友人・知人に助けを求めても みんな自分を守ることで精一杯で、絶縁される。

孤立状態の中、まずはまともな食事がしたい。 

 

全国 47 中 京都 44 位京都知事しっかりしてください。 

 

スーパー、いつも入り口に 20 人ぐらいが 開店時、いつも集中している。3 密が守られて

いない、だから感染増える。 

 

医療者の皆さん通常医療に加え、厄介な中国コロナの対応と大変ご苦労様です。何もかも、

有事に対応できないポンコツ政府のツケだと思います。 「10 年に 1 度」と言われている通

り SARS、 MAR S とあったものの、ほったらかし！何に関しても 素人の「 烏合のジイさ

ん」あるがゆえと思います。これまでの医療の締め付けで現場に至っていることを発信して

いってください。その逆に政治家のジイさんは、国税で毎日料亭三昧していたのですから

（ 官房機密費だったりネ） 

 

コロナワクチンを打ってから、もしもワクチンのせいで障害が出たら国が補償して下さ

いますか？リスクがあるのはわかっていますが心配です。介護職の仕事をしていますが、デ

イへ行かれる人たちはどうしてコロナで行くのをやめないのか、施設は安全にしているか

もしれないが、バスの密だし、老人はコロナの時くらいは週 3 回一回にして介護者も心配

です。 リハビリをする。施設へ出かける。なぜですか、老人だからではなく介護の仕事を

している人はほとんど PCR の検査を受けてません、大丈夫ですか。もう 1 年も経つのに

どうしてですか。なぜばかりです。これから年に二回三回と PCR これから検査させてくだ

さい。老人でも元気な方はうろうろしていて、こちらとしては心配です。 

 

京都府、市長庁、毎日ウソばかり。日本中の感染の数イヤ、大阪・兵庫の数を見てから最

後に認証出す（調整している）人命より 観光（ go to travel go to eat） 優先。京都名ばか
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りで情けない！ 

 

道で街でタバコを吸う人がまだ多い。タバコの匂いがするということは、喫煙者の肺の空

気を私が吸っているということなので、その人がコロナだったら 1～2 M のソーシャルデ

ィスタンスどころではなく 10 M 以上離れていても飛沫を浴びているということだろう。 

JT の献金あり政治的にタブーかもしれないが防いで欲しい。医療従事者が 足りないのな

ら東京オリンピックの医療スタッフのボランティアはできないはず。なぜはっきり言わな

いのか。コロナ対応は出来ないがミーハー対応はしたいということか。 

 

科学を医療の研究にもっと使うべきだと感じます。科学兵器開発に反対をします。 

 

国の対応遅すぎる!!病院関係者、福祉関係者、教育関係者にも もっともっと支援してほ

しい!! 

 

医療関係の皆様、ありがとうございます。お年寄りがたくさん亡くなられていること、残

念に思います。今すぐ医療支援ができるよう、政策の転換をしてください。 

 

軍事費にたくさんの予算を使うのではなく、人の命・生活―医療・福祉に使ってほしい。 

 

＊ 迅速に対応していただけるが＊ 政府の対応が全に遅い＊医療関係者のストレスに対

応＊ワクチン摂取への取り組みを早くしてほしい。地域のために頑張ってください。 

 

手洗いうがいマスクなど予防に努めていますが、いつ自分が罹患するかわからないと思

うと、常に不安です。ストレスが溜まります、早くワクチンの普及を願います。 

 

ＧＯｔｏ事業や東京オリンピックに使う税金を今最も必要とされている医療や介護・福

祉に使ってください。 

 

行政が情報をオープンにしないことに怒りを覚える、知っている人と知らない人がいる

ことは不公平だ。例①給付金 様々な支援金② 医療的対応 発熱 外来はどこ、ワクチン接種

について 

 

医療費が 2 割負担になるのは絶対に許せません。消費税はゼロに。 

 

大変厳しい状況下で、献身的に頑張ってくださっている医療現場や、生活困窮者等、本当

に必要な所への財政負担を充分に行ってください。非常事態宣言下で夜遅くまで銀座のク
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ラブ へ飲みに行ったりしてるような国会議員は、即刻辞職してください。 

 

菅さんは「国民の命と健康を守る」と口先だけの言葉を何回繰り返しても「心」がないの

で急遽に思えてならない。真面目にコロナに取り組んでいるとは思えない。今は医療現場、

現実にもう少し目を向けてほしい、菅さんは全く分かっていない。経済も大事ですが、この

世に命より大事なものはありません、もう少し国民目線で物事を進められないのか。 元ナ

ースより 

  

核兵器禁止条約に署名する気のない国が、医療機関も自衛隊員さんたちとともに防衛に

組み込まれ、編入されていく訓練がスタートしたように思います。コロナワクチンでごくご

く一部の人たちが富を築き城砦がさらに堅固になってしまう。儲かる医療に私達はまだ努

力させられて死を望まれる。（ 怒り） 

 

民主的政治のためともに闘いましょう。政治は、国会は、この一年何をしていたのか、誰

のための政治なのか、怠慢としか言いようがない。議員に 2 ボーナス？お手盛り政治はや

めてほしい。議員報酬や手当・助成など多すぎる。不正も多すぎる。 

 

お世話になっております。昨秋から母が脳梗塞で入院、リハビリ生活が続いております。

また三男は福祉施設で働いています。 以前からの感想ですが医療、老人福祉機関への財源

確保と給与体系の大幅な増額への改革は、単純に 人口年齢別ピラミッドから考えても至極

当然と。加えてこの度のコロナ禍でその”ツケ”が一気に来たと思います。日夜濃厚接触の恐

怖と隣り合わせの環境を目の当たりにして特に 本件の強い要望の意をお届けしたいと思

います。 

 

陽性でも入院できないのは困ります。医療関係の方たちに感謝する気持ちがあれば、いら

ないところにお金をかけずに、その方たちへ支給するべき。国はＧＯＴＯ事業 陽性者が増

えてる時でも行なってきた結果こんなに増えた、もう少し考えるべき。 

 

将来的に財政難から年金が減らされるんではないかと不安に思っています。医療・介護の

最前線の方々にもっと手厚い支援をしてあげてください。 

 

政府の仕事は「公助」であるはずなのに「自助」や「共助」頼みばかりで何をやっている

のかと思う。政府の借金を「国民の借金」であるかのようなミスリードも目に余る。こんな

国民が困っている時に出せない税金なら、取るなと言いたい。ここには書ききれません!! 

 

コロナで日本の医療の脆弱がはっきりしてきました。京丹波町でも病院をなくしてしま
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おうと国は考えており、絶対反対です。小さい町だからと医療の格差があってはなりませ

ん!!どこに住んでいても安心な医療を!! 

 

高校生の娘が看護師を目指して日々学業に励んでいますが ･･･私立大学看護科の学費が

高額すぎて進学を検討中です。（狭き門の国公立大学か専門学校か…。）私立大学の学費軽減

をお願いします!!看護学校無償化も実現して欲しいです。 

 

マスクよりもお金が必要 オリンピックよりも、コロナ対策や社会保障にお金を!! 

 

世の中は人間（命）がまず存在して成り立っているのです。私たちの生活、経済は成り立

たせる以前に人の命を助けることが大切だと思います。国民の代表である議員の仕事はま

ずそれが第一歩だと思います。 

 

軍事費、国会議員の歳費を削減し医療費、介護費等、福祉国家への政策を進めて下さい（畑） 

 

状況がコロコロ変わるので、それに対応する度に疲弊する。キャリアの目標にも影響が及

んでいる。次々に変わる予定に対処しきれず落ちこぼれている感覚がある。 

 

コロナの検査はインフルエンザの検査並みに早くできる検査方法を開発できないのでし

ょうか。コロナワクチン接種は早くする方がいいと思います。そうでないと後の祭りになる

からです。それにしてもする方がいいかどうかはなかなか分かりません。結局、人体実験を

するようなものではないのでしょうか。ここしばらく生活習慣病のことは考えても、感染症

は舐めてかかっていたのではないでしょうか。それでこんなことになったのではないかと

思います。このように苦しい思いをして分かるようになったこともありました、 エッセン

シャルワーカーに光が当たるようになったこと、何が大事で何がどうでも良いことか見当

がつくようになったことなど、それにしてもそれがわかるようになるために遠くの人が亡

くなったことか。 

 

病院に勤めていますが、コロナのクラスターが発生し、人手が足りないからとの理由で休

み希望をできるだけ入れないようにと指示があった。消毒作業など仕事も増えたのに冬の

一時金は前年より下がっている。 

 

PCR 検査をいつでも、どこでも、誰でもが受けられるようにしてほしい。知り合いの方

は ご夫婦で 6 万円だして PCR 受けたって言っておられます。熱が 39°でも受けられな

かったそうです。 
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介護訪問員ですが、デイサービスやショートステイの濃厚接触者で一人居宅の場合、自宅

が待機場所になるため PCR 検査陰性になるまで朝・昼・夕食と準備しに入ります。なので  

 

コロナの注射（ワクチン）、施設職員だけでなく介護全般にしてほしい。 

 

コロナ感染の一番気をつけることはどんなことか肝心の注意事項具体的に国民に示すべ

き。 

 

直接国民を助けるために政府は予算を使うべきだ。 

 

日本の医療全体がこんなに他国より遅れているかとびっくりした。 与党ももっと決断、

行動を早くできないのか、野党も突っ込んばかりでなく建設的な意見出せないのか！何に

税金を使っているんだ。 

 

外にあまり出られないので体の調子は良くないです 今のままだととても心配です。 

 

いつコロナに感染するか心配です。感染したらすぐに入院できる医療体制を整備してほ

しいです。 また希望すればいつでも PCR 検査を受けられるようにしてください。 

 

新型コロナウイルスの感染が 1 年以上続き毎日大変な日々を送っています。近所の人と

も外で会って話をするようにして、今までのように 3 時にお茶をしようということもなく、

買い物もできるだけ回数を減らし、皆さん気を配っています。 go to トラベル、 オリンピ

ックは中止して欲しいと思います。 

 

75 歳まで生きてきた中で一番困難な時代になりましたが、1 日も早く収束することを願

いつつ、飲食店ばかりにお金を出すことに納得できません。 

 

今日の新聞に五輪選手は 4 日に一回検査をするとのこと。 かたや日本国民は検査を希望

してもしてもらえない。これはどういうことなのか！自宅待機者の中から死者が出てくる

のは、国行・政等の犯罪です。高齢者の施設でコロナが蔓延するのは、その施設で飼い殺し

状態にしているので職員や他の収容者に広がっていく、これも国・行政等の確信的犯罪で、

殺人罪だと 腹立っています。 

 

国会議員様、1 年とは言いません、6 ヶ月無給で生活してみてください。いかに不安であ

るか身をもって体験してください。6 ヶ月支払われなかった資金を生活困窮者の方に使って

ください。でも、たくさん蓄えをお持ちの方達ばかりなので、それほど感じられないかも分
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かりませんね。 

 

若者は外出を控えてほしい。 舞鶴は医師が少ないので確保していただきたい。 東京オリ

ンピック日本は一回やっているので、オリンピックをしていない国がやればいい！無駄に

使うな！ 

 

七十歳より リウマチを患っています。今は症状が落ち着いていますが、コロナが心配で

す。希望する人みんなコロナの検査を受けたいです。 

 

コロナ対策にリーダーがいない！右往左往して、リハーサルばかり繰り返している！収

束しないと心得て生きよう。頑張って無理しないようにネ。 

 

家から出ないように心がけています。 

 

市内に住んでいる 子育中の息子の仕事が減り心配です。田舎に住んでいる親は高齢なの

で助けに行くこともできません。 

 

一刻も早く改善されることを求めます。 

 

病気になり、入院できない？ ホテル待機・自宅待機？ 待機中に症状悪化で亡くなる人が

いる？ 今日は何人死亡、見慣れてきている なんでやねん。 

 

コロナ発生から 1 年以上経つのに何もできていません 隔離病院をすぐに作らないのは 

現実か分かっていないと思う。全員（隔離）すぐに必要です。一人でもいたら駄目です。 国

民全員 PCR 検査をする、陽性は即隔離、病院行き。 みんな明日すると思うからダラダラ

する。 

 

高熱だけのため医療機関施設に断られ 実際の病気が解明されたのが 1 年かかりました。 

 

日本の医療は医療従事者の犠牲の上に成り立っている、これは政治の責任である。根本か

ら考え直さないといけない問題である。 

 

世の中が閉鎖的で、いろんな所に行って楽しめないことが残念です。 

 

（怒）議員が普通にボーナスもらっているが許せません。たとえ一回でも辞退してその分

をコロナの何かに 回そうと思う議員はいないのか!!!!!国会で居眠ってる議員、退場!! 
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医療の現場では自分の身を惜しまず感染者の治療に向き合っておられる最中、Ｇｏｔ

ｏ･･･とは何事でしょうか？それと、職を失い今日、明日の食べるものを心配しなければな

らない人たち、旅行とか美味しい食事をする余裕などありません。税金を使うのに 不公平

感があります。同じ人間として行政の人たちの感覚が解せない。 

 

高齢者です。医療崩壊は絶対に駄目です。ご苦労様ですが頑張ってください。 

 

＊なった人が悪いみたいな差別バイ菌扱い中傷、風潮＊もしなってしまったら、自宅隔離

は不安。 

 

＊小売店スーパーコンビニなどなど入り口のアルコール消毒する人 10 人のうち 1～2 人

＊街中にＰＲカーを走行すること＊一般的に恐怖心薄すぎる＊医療関係者、介護関係者の

賃金を 2 倍にして、質を高める努力を＊議会議員の 給料、主に調査秘書を検討せよ＊厚労

大臣街中へ出て、 汗をかけ。 

 

介護用ゴム手袋が品切れ続き、入荷しても高価（ 3～4 倍になった）マスク同様、国内で

も生産・増産願います。 

 

病院関係者の方々に感謝しています。私たち年寄りは、感染しやすいので、いつも注意し

ています。心のこもった看護、ありがとうございます。 

 

幸い今のところ無事ですが、コロナ戦時下でも国会を閉じ、また平気で会食などなさる議

員の姿に「いつ本気になる？」  

 

ひとことではすまないのですが 的外れなＧＯＴＯ事業に税金を使い、感染拡大させた再

度の緊急事態宣言。医療従事者や国民の事も何も考えていない。医療崩壊が起こり始めてい

るのに、もっと税金を医療の方へ使うべきです。医療従事者の方には頭が下がる思いです。

感謝しています。 

 

＊ワクチン接種の副作用が心配です＊政党助成金を廃止して、コロナ対策に使うべきで

す。特に医療機関や医療従事者に手厚くすべきです。 

 

ウチの娘も看護師です。それこそ命を削って働いています。公立病院のため危険も伴いま

す。一般の方々はもっと医療、関係者関係の者がどれだけ苦労に報われない仕事をしている

かを理解して、いろんな対策なりをとって生活していただきたいと心底思います!! 
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大型の公共事業を一旦凍結し、福祉、くらしへの予算再配分を。コロナの今こそ、「人」

への予算配分を。 

 

コロナ感染症対策は、科学的に、誠実に取り組まれることを望みます。 

 

皆が安心して暮らせるように！ 

 

安倍政権が長く続き森友、加計学園、桜の会と国のお金を勝手に好きなように使い容認し

てきた国会、自民党、野党。国会中継を見ていて、的を得ない質問ばかりする野党。共産党

だけは民の声を代弁してると思う。 

 

学生の状況を至急に把握して、対応していただきたい。若者が元気になれるような政治を

お願いします!！ 

 

予防接種が 4 月上旬は遅すぎる。もう少し早く接種するよう 要望する。 

あまり増えていない市町はどうしたらいいのか。京都府でも（ 兵庫など細長い県）北部と

京都市内でも違いがあります。細かな情報が欲しい。 

 

居住している校内でコロナに感染している人が出てきています。私どもは 70 代で不要不

急の外出 控えています。自立努力も、もう限界です。ＣＰＲ 検査をいつでも誰でも受けら

れるようにしてほしい。医療従事者の方には頭が下がります。（低賃金なのに） 国はもっと

賃金を上げ、手当も出し、医師と看護師を確保するべきです。予備費はどのように使われて

いるのでしょうか？まずコロナを抑えてからの経済活動ではないでしょうか？ 

 

医療・介護・福祉士、今、頑張って下さってる方々に、各ＧＯＴＯ事業は、 大変失礼な

事業に思います。 出かけたい方々は、自分のお金を使ってもらいたい。 これからの世の中

のためにも、税金の使い方、もっと考えていただきたい。まずは、命が第一のはず。日本人、

本当に、真面目な性格だと思います。 

 

議員たちの給料減らしてでも、こういった政策に当てるべき。税金をうまく使ってくださ

い。 

 

入院したくてもできない人がいるのに罰則なんておかしい!! 

 

「ＧＯＴＯ事業」反対です。ゆとりある人が利用している。貧困で仕事に追われる人たち
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も多い中、「コロナが終息の間」消費税を下げることを考えてはどうですか？ 現場で働く人

の給料アップも！ 

 

10 年ほど前にインフルエンザのワクチンを注射したのですが、頭痛・体がだるいなどの

症状でその後やめています。コロナウイルスのワクチン接種をしてもいいのか迷っていま

す。 高れい者です。 

 

年金生活のため、経済的には困ってないですが、ここ 1 年以上病院・スーパー・ガソリン

スタンド・郵便局以外行ったことがありません。高齢・基礎疾患持ち（二人とも）なので出

かけられません。政府は何かしたのか？何もしてない。 

 

コロナだともし言われたらまず第一に何をどうしたらよいのか…とても不安です。心構

えや、どうしてもやるべきことなど教えて欲しいです。 

 

オリンピックは残念だが中止にして、ＧＯＴＯ事業はワクチンを打って今年の 10 月から

再開したらよい。② 

 

医療現場や福祉施設で働いてる人はＧＯＴＯ事業で旅行なんて、感染する、職場に広げて

しまう、恐怖で行けません！みんなが利用できない事業にお金を使うより、コロナで大変な

医療・福祉に税金を使ってください。 

 

＊医療従事者や介護施設従事者の待遇改善を早急に実現してください。 go to travel 再開

はコロナ患者をまた増やすから反対です。 

 

命がけで働いている医療従事者の待遇改善を！これ以上退職者が出たら困ります！ 

 

本当に日本政府には『怒!!』を通り越して『恥!!』はじです！民なき国などあろうか！！

今こそ出番だ『公助』！ 

 

厚生省の車予測の失敗が続いている。保健所などの医療組織は平時には暇であっても存

続させておくべき機関であることを忘れた政府の責任は大きい。 

 

国会議員様、有事ですよ。何をされてますか、与野党が一致団結してコロナ収束に向けて

仕事してください。議員様たちの生活は収入も減ることなく安定してると、国民の生活は想

像もできませんか？初心忘れないで。 

 



10 

 

医療従事者の皆さん頑張って、私達もコロナにかからないように頑張ります。 

 

目先の利益を考えたＧＯＴＯなどの政策を優先させるのではなく、徹底的にコロナ撲滅

に取り組んで欲しいです。それが経済再生の近道だと思うのですが。 

 

陽性者と接触して、熱もあるのに、保健所が PCR の検査をしてくれなかったので、自主

的に検査を受けた人がいた。結果はもちろんプラス。保健所も信用できない。アメリカから

の武器の爆買いをキャンセルして、そちらに（検査費用に）まわすべきだ。 隠れコロナを

炙り出して囲い込むことが必要なのでは。 

 

今日まで 当たり前の日々を過ごしてまいりました。国民にワクチン接種を実現していた

だき、一日も早く収束の日が来ますことを心より願っております。病院と医療関係の皆様に

毎日頭が下がる思いですが、どうぞよろしくお願い致します。 

 

政府が真っ先にやるべきはゼロコロナを目標に据えることです。目標が定まってこそ対

策が定まるのです。 

 

ともかく政府の対策が遅れている、肝心な芯が抜けている。1 年間何もなくても気持ちが

しんどいのに、医療関係の方々のご苦労思うと、本当にありがたく 、半面気の毒に思いま

す。 

 

この大変な時に 75 歳以上の医療費が 2 割負担になるなんて!！どこまで高齢者・国民を

バカにしたらよいの。医療の現場を視察に行って大変なこと理解して。 

 

医療従事者の待遇を改善してあげてほしい！！そのためには国が補助金を出して、看護

師を守るという意志を持つことが大切だ！! 

 

国民全員に PCR 検査をしてほしい、なぜ PCR 検査をしてもらえないのでしょうか、政

府の厚労相は頭を切り替えるべきです。 

 

防衛費よりも医療・介護の現場にお金を回すべきだ！ 

 

コロナ、コロナでマスクが外せません、行動も規制され、本当に気持ちが滅入り晴れませ

ん。全員に PCR 検査を急いでやってください。 

 

日頃のご努力に心から感謝しています。頑張りましょう。北山 
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我々国民の生命に関わる医療・介護・福祉に十分の財源をお願いします。又、医療現場で

日夜コロナ対応してくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しています。 

 

私たち夫婦は八十歳過ぎの高齢者です。コロナにかからないよう気をつけておりますが、

医療従事者の方々の負担を減らすことができるのではないかと思います。そのために出歩

かないように気をつけてます。ＧＯＴＯ、オリンピックに回すお金があれば 医療従事者に

回すべきです。 

 

元気だった高齢者の女性が、コロナ禍で家の中で孤独となり、あっけなく亡くなられまし

た。社会の仕組みについて深く考えさせられています。何かがおかしいと。 

 

なぜ日本は、ワクチン接種がこんなにも遅いのか!！ 

 

支援施策が不十分な中で、罰則を盛り込む特別措置法を成立させるなど、この緊急事態に

便乗して民主主義を形骸化する動きが強まっているように思います。強権政治を辞めさせ

命と暮らしを守る政治を!！ 

 

医療崩壊は国の崩壊を招く、国家事業として医療体制を再構築すべし。 

 

京都府・京都市のコロナ対策が非常に遅すぎ、医療現場が逼迫している状況は変化させる

必要があるが、ないんでしょうか。 

 

政府は困窮する個人にもっと金を出して、これ以上自殺者を増やすな。戦略的 PCR 検査

及びゲノム解析をすべき。 

 

医療を軽視して、施設や人員を削減してきた、政策そのものが間違っていました。遅くな

いので、これから、万一の時のために余裕を持たせていくべきだと思います。 

 

＊PCR 検査の拡充を!！＊オリンピック・パラリンピックに使うお金を、医療体制へ回し

てください。 

 

医療従事者の皆様への感謝と応援の気持ちを込めて署名に協力しました。 

 

私、94 歳になりました。コロナになってから丸 1 年間は、会いたい人にも会えず、残り

少ない生命のあるうちに、会っておきたいと願っています。コロナが先か？私が先か？終わ
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る日。 

 

医療に従事なさっている方々毎日ご苦労様です。もう少しです頑張ってくださいファイ

トファイト。 

 

健康維持に頑張られている医療労働者の賃金が下がったり、ボーナス減など、心が痛みま

す。賃金を上げて、ボーナスを出せる病院への支援こそ優先してあげてください。 

 

Go to キャンペーンにお金を回すのではなく、困っている人々に直接支援をして、自粛を

受け入れられるようにしてほしい。働く場所がなくなっていく状況に、先行き大きな不安を

感じる。 

 

いつも、ありがとう。 

 

若者たちはもう我慢の限界と言うが 老人たちはずっと ずっと我慢していますﾖ！ 介護

施設の母に一年あまり会えません、老人が、何も発信できない老人が、日本中にどれだけ我

慢しているか!! 高齢者の死亡数ばかり目立つニュースに、報道されるニューステレビを見

るしかない老人に、心が痛いです。コロナ終息を心から願う！ 

 

首相や大臣は自ら医療・介護・保健所へ出向いて、働いている人たちの話を聞いて、物事

を決めるべきと違いますか。 

 

2020 年主人が亡くなって 1 年、お葬式はコロナという言葉が出だした頃で、普通に出せ

ましたが、初盆や法事は子供たちを呼ぶことができず、寂しい 1 年でした。みんなここで我

慢して収束させて欲しいと思っています。他県からも自由に行き来できる日が来ることを

願っています。 

 

医療関係の皆様には大変な仕事 頑張ってください。 

 

71 歳個人タクシー事業主です。12 月 28 日から体調を崩し、正月明け 1 月 5 日に PCR 

で陽性、保健所の指示で自宅療養、その後体調を崩し保健所の指示で病院へ、コロナの後遺

症で肺炎になり今に至ります（自宅療養）。1 月～2 月の収入もなく生活苦に悩んでいます。

◎個人事業主、持続化給付金を是非よろしく、” 昨年同様の金額を” 

 

＊学生だがアルバイト時間が減る一方うつ病を発生し医療費が上がっている。＊お金が

ないがアルバイトができるわけではない。 
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政府の医療政策の不備怠慢が目に余る。国民所得の不安が増す中、国会議員・官僚の過剰

所得を減額。6、12 月ボーナス廃止＞ 

 

早くコロナワクチンの接種をしてほしい。ワクチン接種の後、痛みやだるさや発熱する人

が多いそうなので、ちょっと不安ある。 

 

コロナ終息後の国民への増税は大反対こんな時だけに外国への援助金を控えて国民負担

の軽減が求められる。国民に「ツケ」を押し付けるな。 

 

若年者には軽症か無症状が多いが、高齢者は死ぬ率が高い新型コロナ。大規模な PCR 検

査が必要なことが分かっているのに政府はやらない。これは高齢者は早く減らすための陰

謀ではないかと疑いたくなってくるのは、私だけかな。 

 

まずは国民のいのちと健康を！！ 

 

私どもの孫も阪神の方で看護師として日夜、厳戒、態勢の元、 任務を全うしております。 

危機感を緩めることなく本当にかわいそうです、 1 日も早く国会で良い知恵を出してくだ

さるように。 

 

早く収束してくれることを祈るばかりです。 

 

医療現場で頑張っておられるお医者様はもちろんですが、特に看護師の皆様そして介護

施設で尽力されている職員の方々の労力にあった安定した報酬が保障されることを強く願

っています。また今回のコロナに使われる予算の穴埋めに、年金の支給額を減らす、あるい

は消費税を上げるといった政策はしないようにしていただきたい、政治家は選挙の時以上

に知恵と体力を使え！! 

 

＊PCR 検査は簡単に身近で受けられるようにしてください。＊医療逼迫の解消に努めて

ください。 

 

これはコロナとの戦争である！！①「ＧＯＴＯ」の政策は国家犯罪!!②税金の使い方が間

違っている。③人を移動させずに経済効果を!!④人が動けばどうなるかイマジンせよ!!⑤本

当に医療に血税を!!⑥科学的分析を最優先すべし 以上  爆弾が隣で落ちても知らぬふり

では… 
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コロナ陽性になったら全員入院できるようにしてほしい 

 

長く困難な状況が続く中、奮闘してくださっている医療従事者の皆さん方には感謝と敬

意でいっぱいです、ありがとうございます。にもかかわらず、政策的に、医療現場にきちん

と支援がなされていない状況は大きな問題です。せめて余分な迷惑をかけないためにも感

染防止など自分のできる健康維持に努めて行きます。 

 

高齢者の医療負担軽減、65 歳以上の 23 年度始まる年金額を 240 万円に上げてほしい。 

 

高齢化が進む日本、医療や介護を本気で守ってほしい。軍事費より日本国民、とりわけ弱

者である多くの国民を守る政策に転換してください。 

 

我々は年寄りなのでとにかく医療中心に日本を回して欲しい。経済はコロナ感染者が少

なくなってからの方が活性化すると思います。それまでは国民はとにかく我慢の生活する

べき、どちらにしても以前と同じ生活様式には戻れない を肝に銘じるべきだ。 

 

国会中に議員及び職員からワクチン接種を行い、安全性を担保してから国民に接種する

こと、員宿舎個室でも医療従事者の大変さがわかるのではないか、あれだけの大きな宿舎で

全員が接種するのにどれだけの人員がいるか、議員は分かるべき。 

 

医師も看護師も足りません、これ以上看護師の負担を増やしてやらないでください（看護

師の子を持つ親より） 

 

コロナに感染しても、まともな医療が受けられない現状、本当に酷いと思います。今こそ

医療政策の転換が大事、政府の無策に強く抗議します！ 

 

物価危値上げしないように。イージス・システム搭載艦計画より、年金確保・生活の安定

を。医療費負担増が老人とっては大問題。 

 

何についても、外国に比べて対応が遅すぎる。 

 

政治が変われば医療も福祉も大切にされる。この道を歩もう！ 

 

＊施設に入っているおばあちゃんに会いに行けません。＊感染者ゼロを目指して欲しい。

こわくてどこにも行けない。気分も鬱になる。 
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今の政府には国民の窮状を理解しようとする気が全く見えない！ 

 

年金暮らしでは健康保険料が高くて生計をすごく圧迫します。窓口払いも 2 割に…。 そ

んな中、高額費を払えば PCR 検査が受けられても、自分の事には出来ません。心配でもほ

ったらかしです。 

 

東京オリンピックを中止にして、コロナ対策に予算を使うべきだ!！ 

 

PCR 検査を全額国が負担して誰でも受けられるようにしてほしい。 

 

医師・看護師数の国際比較の表を見て驚いています。コロナ感染拡大を止めるのが先です

よ！ 

 

世界中がコロナ危機にある時、社会保障の弱い日本の政策では対応できません。「 go to 

事業」や「東京オリンピック」に巨額の税金を注ぎ込むよりも、国民の命、健康暮らしを守

るためにこそ予算を使うべきです。 

 

体の調子が悪くても病院に行くことを躊躇して困っている。 

 

医療・介護の現場に支援金と体制強化の方策を早急に実施してください。 

 

医療崩壊の危機は、既に数ヶ月前に予見できたはずなのに、経済優先との判断から人の往

来や活動を奨励 するかに見える キャンペーンを行い、結局、経済的にも、さらなる危機を

招いた国や行政の責任は大きいと思います。もっと深刻に考えろ、と言いたい。 

 

昨年コロナで緊急宣言後から PCR の検査をしないと治療ができない！と、○○内科ク

リニックからドクターストップがかかり、今日まで持病の薬をもらえていません。 老兵は

切り捨てられている！ 

 

もう高齢化する議員に政治を任せておくのはどうかと思います。少しずつでいいから少

子化が、残念ながら進んでいるので、議員削減を強く望みます。 

 

軍事費や ＧＯｔｏトラベルなどに使うお金があるのに、なぜ切迫している医療の方へ回

さないのです？京都府北部でも、大江病院が廃止の対象になっていますが、老人ばかりで車

に乗れない人が増えてきているのに、そういう人たちの命はどうでも良いのですか？ 
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軍事費削減、内閣官房機密費削減、政党助成金廃止！このお金をコロナ予算へ回して！ 

 

政府の対策が悪すぎると思います。家族が医療労働者なので本当に怒りでいっぱいです。

早く安心して暮らせるようになりたいです。医療労働者をもっと増やして欲しい。 

 

国民の命を守るため、必要であればお金を使い、最善の対策をお願いします。ゆるすぎま

す。 

 

国民の生命を守ることが、大切にされ最優先される政治になることを切に願っています。 

 

前安倍内閣時に医療費削減策の一環で国立病院のベッド数の削減策を施策したそうです

が、コロナ発生時から現在まで、その問題の撤回とか改善がなされていないのは、もっての

ほか、至急に改めることが必要と思います。 

 

医療・介護・福祉に協力してくださっている人たちに感謝せねばならないと思っています。 

 

国コロナ対策は遅すぎだし、軍事費などなくして、コロナに集中してやってほしい。 若

い人が仕事がなくなったり、医療が大変になったり、もっと国民を大事にしてもらいたい！ 

 

税金の使い道が間違っている。コロナあるなしにかかわらず、東京オリンピックや大阪万

博など必要ない。 

 

コロナによる医療崩壊で去年(今まで)助けられた命が、今年は助けられない。そんなこと

は、脳卒中を経験した者にとって恐怖です。議員の皆様ご自身、ご家族のこととして考えて

みてください。 

 

介護施設(格安)の拡充を。医療費の負担の増額は やめてください。低所得者を守ってく

ださい。年金減額もやめてください。 

 

私の周囲におられる友人、知人と電話で連絡を取り合っておりますが、今日を生きるのに

精一杯の声ばかりです。巣ごもりで 1 日誰とも話さなかった。買い物に行けない、生協の注

文が書けない、 一日ソファーに座っているだけで何も考えられない等。1 ヶ月あまり風呂

に入っていない。 

 

苦しい毎日だと思いますが、どうか頑張ってください！！ 
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収束する頃に、増加傾向、世界に追従状態で困っています。 

 

高齢者が入居できる低額な住まいがありません、身近にも、年金 4 万円家賃 7 万円で生

活苦しい方がいます。生活保護は「子供に迷惑がかかる」と申し込めないそうです。困って

る人が助かるまちにしてほしい。 

 

高齢で独居で家族が近くにいなくて、家には猫が 2 匹いるので、コロナにかかった場合

のことを考えると不安です。Ｇｏｔｏは大失敗、その予算を社会保障に当てて欲しいです。 

 

政府が現実を見ていない!！国民の方が危機感と政府のだらしなさにも失望!！議員が一

体となりこの国難を打開するべき!！情けない！ 

 

コロナで息子は仕事がありません。父母は 80 歳を超えて毎日ビクビクしています。京都

の医療はすごいと聞いています。頑張って！ 

 

耳鼻科勤務介助パートより 政府に対しては、経済優先で目先の短期の政策ばかりで、亡

くなっている方々への追悼もなく、まだオリンピックをどうするかなど国の体面ばかりを

気にして GoＴo にしろ、緊急事態にしろ、期限を切れば収束するという人為的作戦で、完

全に終わると思ってるのでしょうか、日々のニュースも馬鹿らしくて振り回されない今の

医療事態を一人一人がしっかり受け止め、何か協力できないかと思います。 

 

署名を集めていただきありがとうございます。お店等の時短で感染者数が減ってきてい

ます。今は高齢者施設、病院でクラスターが発生しているのですから 、PCR 検査を（国の

負担）きっちりすべきです。多くの検査ができる機械を国が購入してやっては、という意見

も聞き入れられず、どうしてできないのか理解できません。先手必勝が大事だと思っていま

す。皆さんの声が届きますことを願います。 

 

緊張の続く中での勤務、家族への感染の不安の中で、頑張っておられる医療従事者のこと

を思うと、最大の行政的対応お願います。私たち高齢者も日々不安がつのります。 

 

介護の現場本当に大変です。 

 

命と暮らし崩壊の政治を進めてきた自公政権、他事のような態度は許せない。 

 

90 歳の母を介護しながら私も高齢者となって下宿生活を続けています。不要不急でない

用事(買い物など)で出かける時も緊張しながらで、楽しめることもなく早々に帰宅する日々
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です。リスクのある私たちが、コロナにかからないようにすることが、唯一医療現場の方た

ちにできることかと思い、頑張っています。1 日も早く収束しますように。 

 

医療に関わる皆様、大変な中くれぐれもお身体無理されませんように。政府の感染対策の

なさに驚くばかりです。 PCR 検査の拡充、社会的検査の必要性を感じています。 

 

自分たちの利権ばかり優先しないで、国民を第一に考えていただきたい。 

 

政権の人たち、まるで他人事です。無責任な体質は、戦前からの日本の支配層、軍隊の続

きを見るようです。 

 

まずは国会から、＊国会議員数の削減 ＊この非常時、歳費の軽減、見直し を強く強く

求めます。 

 

国は、すべての医療支援が遅い！ 

 

今一度、医療従事者の立場に立ってみると、どれだけ大変な仕事をされているのか分か

る！一人一人がもっともっと感染防止対策を考えて、慎重に行動しなければいけない！医

療従事者の方に心を込めて「ご苦労様です！」「ありがとうございます！！」 

 

コロナ禍で沢山の困難と向き合いながら、患者さんへの優しさは忘れない、病院や関係ス

タッフの皆さんに感謝！障害者施設でも、あちこちクラスターが発生する中、私達スタッフ

や利用者も毎日の消毒作業や外出制限などでみんなストレスが溜まっています。 PCR 検

査を福祉施設でも定期的に実施して欲しいです。 

 

私たちは自宅で自粛していることはできても、病院の先生、看護師の方、休む間もなく働

き、家庭の事も考えられない状態だと思います。早くゆっくり休める時間を作ってもらいた

い!！各知事の方もそうだと思います。なぜこんな世の中になったんでしょう!?居眠りしな

がら患者と向き合ってできないのに、国会議員は！!と思うと怒りたい気持ちでいっぱいで

す！! 

 

病院・保健所の合併や人減らしなど、その場限りの考えで行政が行われた結果、今のコロ

ナ禍がグダグダになり、医師・看護師・保健所がそれぞれパンク寸前大変なことになってい

る。 行政の考えは問題だらけ、今の時代何が起きるかもっと広い目で見ることが大切。 コ

ロナワクチンも信用できないので受けません。 
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米軍に貢ぐ必要ない思いやり予算よりも、日本国民瀕死の学生・母子家庭にこそ支援をす

るべき優先順位間違ってるではないか!!!!!! 

 

ご苦労様です。無理をなさらずに!!人の命も大切ですが、自分の命は自分でしか守れない

ので、くれぐれも無理をせずに!! 

 

コロナの影響で多くの国民が経済的に苦しいので、まず、消費税を廃止してほしい。景気

も良くなるので一石二鳥。 

 

のらりくらりの又、すいません・、申し訳ありませんでした、はもういらない。コロナが

早く収束するようにして欲しいなあ！みんなが安心して送れる毎日が早く訪れるように。

みんなが潤える政治を!! 

 

もう少し、先を見据えた政治ができないのでしょうか。皆で力を合わせて頑張りたいです。 

 

東京オリンピックを中止すべきだと思う！まずはコロナの終息。福祉、医療を充実させる

ことを願う。 

 

なるべく病院にお世話にならないよう、腰痛等の診察も今は我慢しています。周囲の迷惑

にならないようひたすらこもっていますが、発熱等があった時どうすれば良いのか不安で

す。 

 

国民には”自粛”と言いながら、銀座のクラブで会食とは、「どういうことか！｝と言いた

い。そしてコロナで仕事が減り困っている国民が多い中、何の影響もなく歳費、手当を受け

取っている国会議員。「困ってる人に寄付しよう、歳費を減らそう」という議員はいないの

か、と怒りがこみ上げてくる。 

 

即オリンピック開催を止めるよう公表して、コロナの医療等、関係にお金を回してくださ

い。国会議員の税金の無駄遣い行動などなど、コロナに関しては、特にする事、やる事が遅

い、的外れ。国民の事考えてるのか、と思える議員さんがあまりにも多い。 

 

でたらめだらけの政治には飽き飽き。そんな政治家を選ぶ国民も何様か。って感。 医療

関係の方々、くれぐれも自分の身を第一に考えて取り組んでください。 

 

都会ばかり目が行ってます、田舎の病院に力を入れてください。 
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遠方に住む 80 代 90 代の父母に会いに行きたいです。（この年始は会いませんでした。） 

国民が安心して生きていけるように、国の政策を変えてください。 

 

本当に医療に携わる方々あっての人間社会だなとだと思います。たくさんの愛を惜しみ

なくくださり感謝です。 

 

コロナが早くおさまって欲しい。コロナウイルスあろうとも日は昇り、月冴えて、青き空

に雲は行く、山茶花、椿あかあかともうすぐウイスの声誰にいい子だます。 

 

皆様の活動で少しでも明るい安全、安心な社会になる様よろしくお願い致します。 

 

政府の場渡り的な政策、首相のリーダーシップの無さ。今 go to travel が必要か？どっち

を向いて政治をやっている、森オリンピック委員長は即辞めろ！!メンツにこだわっている

場合か!！ 

 

公立公的病院の統合再編を見直して、地域医療を守れよ！このコロナ禍を乗り切れ、その

ためには医療労働者を増やすべきです。 

 

①罹患しないようひたすら自重の日々。②この際東京五輪も中止！コロナ対策より経済

ばかり言う政府に嫌気がさす。③マスクをつけるのも、もう嫌！ 

 

PCR 検査を必要な方や組織にするべきだ。休業補償はきめ細かく、実情に合った金額に

するべきです。 

 

人と人 会いたい人同士会えなくて、神経質になりすぎ、外へ出してもらえなくて、日々

感情ノイローゼにほとんどなっています。上手に責任感情持って下さい。老人福祉ボランテ

ィア存続。 

 

仕事、収入源により、生活や支払いが厳しいです。 

 

日本製ワクチンが、どうして世界に遅れることなくできないのか。欧米に先んじられてい

るのが残念。 

 

”生命の大切”の 声の裏に、何となく経済優先がちらつきます。”大義（経済）のためなら

高齢者の犠牲は仕方がない”でなく、国民一人一人の生命と健康を守る施策こそが、平和な

文化国家を築く基だと思います 。 
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緊急な場合でも安心な対応できる体制を！ 

 

コロナの感染が 1 日も早く落ち着くことを待っています。さて一言申し上げたい。オリ

ンピックの件ですが、今回の大会に出る、また行う資格がない。とにかく世界中に悪いイメ

ージを得ている、この件に関して与党・野党共とも、国会各委員会の開催の時には、いつも

なら厳しい意見を発するのに、今回に限り何か逃げ回っている。皆様はズルい。 

 

政府の無策により医療関係の皆さんは大変だと思いますが、頑張ってください。 

 

医療関係への手厚い支援が必要です。今の菅政権に怒りを持っています。命が一番、政治

は弱者に届いてこそです。 

 

＊ワクチンが早期に皆さんに、みなさんに行き渡りますように!!＊軍事費を削って医療・

介護・福祉に回せ！ 

 

Go to travel 中止が遅すぎる。スーパーに買い物に行くのが危険、とか言われても行かざ

るを得ない。（確かにそうかもしれないけれど） 人々を不安に陥れるような情報を言わない

で。空いてる時間に行ってます。 

 

1.感染の疑いのある人は、全て PCR 検査を実施するように。 2. 感染者は自宅待機をな

くし集団隔離（ホテルなど）病院入院治療をすること。 

 

「あってはならない事があった時」具体的な（対応・対策）が必要ですよ。 政治家の皆

さんは！！ 

 

国はＧｏｔｏやオリンピックを重視していますが、一番大切なのは生命。 他に何かあり

ますか？医療の事を何よりも最優先すべきです!！ 他は二の次で十分です!!  

 

地方病院の統廃合や整理がされようとしているのが不安です。国は地域医療を守る政策

へ切り替えて欲しい。 

 

「助かる命が助からない」事態がこわい。 

 

私たち田舎暮らしのものには大した影響はない。東京の孫が心配くらいだが、この世界的

な危機の時、「オリンピック」は中止して、その経費をコロナに回すことを望む。 
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1 割削減になることを切望します。 

 

早くコロナおさまりたいです。僕は一人でどこかに出かけたいです。ワクチン早く届いて

ほしいです。 

 

議員さんたちは、国民の苦しみわかってません。オリンピックどころではないです。病院

関係の人たちの身になって考えて欲しいです。 

 

現在のコロナ禍は、政治の貧困から引き起こされた人災です。経済優先、命を軽視する政

策から、命を大切にし、政治が国民の生活を保障する責任と自覚を持って、難局に向き合っ

てほしい。 

 

職を失った非正規の人々に、労働組合は声をかけていますか。 

 

自分というたった一つの命のために「皆と共に」一喜一憂でない展望が必要に思える。 

 

医療従事者の皆様方、大変ご苦労様です。政府の対応、行動の遅さに怒りを感じています。 

政府の財源を医療関係の皆様に素早く支援されることを望みます。 

 

衛生用品（マスク、アルコール、除菌ウェットティッシュなど）などにお金がかかるので

大変です。 通院なども毎日ドキドキで不安な日々、外出先でトイレに行くのも（コロナの

ことで）こわい。 

 

不平等な（所得）政治は許さないぞ！昨今の政治家（与党）不祥事を起こした方は罰金を

福祉会回せよ。裁判を受けながら賞与・給与おかしいやろ！！(# ﾟ Д ﾟ) 

 

いいかげん方向違いを正せ！もはや、国民全員検査実施の時、その上で飲食・観光・イベ

ントも全開放で経済活動再開ではないのか!！ 

 

へルパーをしています、私たちが辞めても新しいヘルパーは入ってきません。 

 

コロナにかかったら PCR 検査もなかなか受けられず、入院も満床でできない、お医者さ

んにもかかれずに重症化して家で死ぬなんて許せません。日本はそんなことない立派な国

ではなかったのですか？悔しい限りです。 
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＊弟が入院していますが、11 月から一度も会えず寂しい。ナースが一階まで洗濯物を持

って降りてきてくれますが、大変な負担だと思います。＊両親が高齢で、心臓疾患があり、

救急車を呼んでも間に合うのか大変不安です！! 

 

医療従事者を守る政策を。 

 

コロナ感染は後遺症を伴うようで非常にこわいです。医療従事者の方々の苦労には感謝

の心でいっぱいです。医療政策の充実を望みます。 

 

正しい命の選抜をすべきです。若者子供を優先してください（60、68 歳 私達より） 

 

自民が河合杏里に選挙運動費に 1 億 5000 万の出したお金を返金を求めていただきたいで

す。議員の給料を是非やらしてほしいです。多過ぎると思います。皆、困っているので。 

 

Go to キャンペーンはこの中にふさわしくないと思い利用しなかった。夫は高校教諭、毎

晩コロナ対応に追われ 0 時帰宅。教員もコロナ疲れで病んでいる。オリンピックどころで

はない、早々に中止決定すべき。息子が 2 歳で風邪や感染症で病むと、コロナで大変慌ただ

しい病院へ行くことになり、医療従事者の苦労を察するあまりある。保健所や医療従事者の

数を増員はもちろん、五輪は中止すべき。 AI 婚活などに税金を使わず社会保障にあてるべ

き。 

 

政治家に定年を…！70 歳で引退をして議員の給料の減額を望む…政党費も不要に。 

 

課税非課税のボーダーラインの 1 で生活していますが位置で生活していますが、大学生・

高校生の子供を抱えている息子夫婦への援助 で大変な思いをしています。病院にも行けま

せん。  

 

医療従事者、事業所の皆様、大変な中ありがとうございます。私たちも感染しないよう、

日々努力しています。Ｇｏｔｏより、イージスアショアより、医療に予算を回してください。 

 

政治が信頼できず、行政が機能せず、ワクチンはいつになったら国民全体に広く接種でき

るのか？大変心配しています。 

 

医療政策が変わったことが問題で、薬もおかしい。今までなかった薬局が増えたことは医

療費を圧迫しているのは間違いない。1984 年以前に戻すべき。 
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医療従事の皆様に感謝です。ワクチンへの心（配副作用）が解決できていません。 

 

お金を本当に国民のためになることに使ってほしい。 

 

旅行には経済的に余裕のある人しか行けません。 go to トラベルなどに使うお金があれ

ば、本当に困っている人たちに回してください。税金の使い方が間違っています。 

 

医師の過重労働を軽減していただくシステムに変更してください。40 歳の孫が現場で働

いております。 

 

気軽にいつでもどこでも PCR 検査ができるようにしてほしいです（無料で）。 

 

医療支援をしっかりしてほしい。国待ちでは間に合わない。府・市は本気で府民を守って

ほしい。 

 

Ｇｏｔｏは富裕層への支援。入院拒否の罰則、逆に入院を拒否されたら。 

 

医療従事者の皆さんが、安心して働き、支えてくださるよう、支援をお願いします。 

 

何が自助だ！ 

 

原因は 2020 オリンピック。2021 オリンピック中止を願う 。 

 

多くの国民がコロナ感染の恐怖や、日々の生活苦に会えている中で「五輪」実施はありえ

ない。五輪開催費用をコロナ対策（直接・間接）に振り向けるべきである。 

 

国民第一に考えて欲しい。自民党の高齢政治家は早く辞めてくれ！自分ファーストはも

うこりごりだ。違反ばかり繰り返している自民党はもう終わりにして欲しい。国民は、まだ

自民党を信じるのか？目を覚ませ！！ 

 

「Go to」トラベル事業は大反対です。再開は絶対にしないでください。 コロナのために

過労死ラインの 仕事をされている方がおられるのに、旅行のために大切な税金を使うのは

大変不公平です。移動が自由になれば旅行する人は行きますよ。また関係者も集客に工夫や

努力をすると思います。 

 

民間の医療機関も積極的協力すべき、今後協力体制構築に医療界全体でどうすれば国難
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といえるこの事態をどうすべきか、考えてもらいたい。民間の医療機関の消極さが目立った。

しっかりしろ!!言い訳ばかりするな。 

 

保健所減らすな！病床数を減らすな！ MMT（ 現代貨幣理論）を勉強して、インフレに

投資しろ！ 

 

コロナに感染したらどうなるの、と不安になります。自宅待機で亡くなられたニュースを

見ると、もっと詳しく国や地方の医療関係とかからの説明が欲しいです。どうなってるのか

分かりません。 

 

菅首相、もっと自覚と責任を持って政り事をお願いします。 森元首相及び二階幹事長及

び麻生、早く退陣しなさい。もっと信念を持って、力強くしどうせよ！ 

 

大企業に応分の負担を求め、財源を確保してください。消費税、減税 or なくして、庶民

の生活を守ってください。 

 

公共施設の利用制限があり、使用できないことが多くて困っています。ワクチン接種も心

配です。 

 

国内で十分な治験も行われていない段階でのワクチン接種には、不安しかありません。 

 

第一波の時のように、また、ニュージーランドのように、外出禁止を徹底してほしい。一

部産業や業種だけの救済は不公平。まず弱者からの救済を。 

 

いつまで続くか不安でいっぱいです。 

 

マスクなし、鼻だしマスクの方を、歩いて いてよく見かけます。 

 

先日自宅療養解除になりましたが、感染症は入院すべきではないでしょうか。もっと病院

を（入院できる）増やしてください。自宅療養は不安でしかありません!! 73 歳 

 

ワクチン接種の手配の遅れが必死だ!! 

 

「コロナ」で 1 年、この間様々な意見表明の機会、学びの場が失われました。「コロナ」

以前の姿に、私たちの行動、活動が戻るためには一刻も早い「コロナ」支援が必要です。で

なければ日本国民の 意見表明や態度表明は大きな困難に直面します。 
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政府の対応は今までから何かにつけて信頼できるものではありませんが、各都道府県の

知事を見ていて、素人でも一生懸命考えて行動してる人は、やはり心に訴えるものがありま

す。我が京都の西脇知事・門川市長には不満と不信感しかありません。特に京都市は財界オ

ンリー観光オンリーで、私たち市民はそれにより日常生活に支障をきたすほどです。一体毎

日何をしておられるのか。50 名以下を目標に掲げてからコンスタントに感染者数減少 ウソ

のよう。 

 

国の政策、対策のニュースを見ていると、不安・怒りしかありません。ワクチンも副作用

が不安、マスク、消毒で 1 年余り、いつまで続くのか…病院の方々の苦労を思うと…感謝し

かありません。 

 

医療現場の厳しさの改善は、1 日も早く実施の方向を望みます。又、介護施設の職員数の

補充も同様、弱い者・老人は、声をあげることもできず耐えています。 

 

軍事費よりも医療・介護・福祉にお金をかけろ！！  

 

まず医療関係者の方々に身体を顧みずの職務 ご苦労様です。コロナは全世界に拡大して

いるので、日本の認めるわけにはいかなくても、少しでも被害を抑えることが重要だと思い

ます。その中で 「go to travel」 といった催しをして税金を浪費するよりも（一部の人でし

か利用していない）その分、医療の充実をして国民の生活の安心を広げる方がいいと思う。

計画性のない物事は実がつかないと思う。 

 

観光の街京都外国人が来ないと破綻してしまうので、財政面で国からの支援をしていた

だきたいと願います。外国人がまた入国できるように安全・安心な方策を（コロナに）対応

して頂きたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

医療従事者の方達への差別行為は本当に悲しく許せません。頑張ってくださっている皆

様には感謝しかありません。 

 

医療関係者スタッフの皆さん新型コロナウイルス感染者の救命、感染拡大防止に身の危

険を顧みず日夜頑張って頂き心から感謝いたします。政府は国民に諸々の協力要請を出し

ているにも関わらず、議員の中から違反者が出たことに憤怒しています。国も財源的に厳し

い状況になれば、国会議員の報酬を減額、医療分野財源に補填するなどの努力が必要。経済

再生も必要ですが貧には負けず、病に倒れる事を恐れず 医療崩壊絶対ストップ。 
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コロナに関してではなく、全般に対してですが、政治家の方々には、質問された事に対し

て勝手にお答えを控えずしっかりと説明をしてきっちり答えていただきたいと思います。 

 

コロナでお亡くなりになった方のニュースはとても悲惨で、自分も「コロナにかからない

か？」と毎日が不安でたまりません。こんな悲惨な世の中になった原因を徹底的に追求し、

怒りの声を全世界に広めましょう。 

 

＊検査ワクチンを一日も早く！＊京丹波町病院の統合・廃止は絶対反対です。＊老人医療

費負担 2 割は絶対反対です。 

 

コロナ禍一定落ち着いたら、国と自治体は、手薄だった感染症の医療体制を根本から見直

す必要がある。誰にとっても優しい社会になることを願う。 

 

高齢のため、身体に異常を感じても、すぐに医者（病院など）に行けない。そのことが非

常に悲しいことです。 

 

一般国民は自宅療養で亡くなっている方が多いのに反して、国会議員は上級国民なのか

と思うほどすんなり PCR 検査及び入院もすぐできる差別をなくしてほしい。コロナの清掃

にしても専門業者にお金を国から渡して、看護師さんへの負担を無くして欲しい。ＧＯｔｏ

の予算を全部医療に回してください。 

 

公立公的病院の統合、再編は医療体制に影響を及ぼしている。厚労省と医療現場との信頼

関係が損なわれている。 

 

政治家は、何でもない 一人の日本国民だ、初心を忘れずに国民のために努力すべき。 

 

2020 年 7 月 22 日から始めた 「go to トラベル」 の無理押しで、さらにコロナ感染者が

増えたことは周知の事実、あとでわかったが二階幹事長などの献金もあるとか道理で二階

幹事長の押しが強いはず。これなんかもっと非難せねばと思う。 

 

図書館、学習センター、スポーツセンターなどの利用が制限されていることです。 

 

菅総理の対応には、憤りを感じます。先日の国会答弁では「国民の安全・安心のために一

生懸命頑張っている」と釈明していましたが、誰もそう思っていないでしょう。結局は保身

第一で自身を総理にしてくれた、二階幹事長への配慮最優先なのは明らかです。緊急事態宣

言を解除したらすぐに go to の再開に繋がるでしょう。それだけは阻止するよう声をあげ
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るのが国民の良心でしょう。 

 

医療従事者、保健師の方、皆様の身を削るほどのご苦労を思うと頭が下がります。コロナ

陽性者が少なかった昨年の夏頃にもっと体制を整えるべきだったとのではと思うのは私だ

けではないと思います。ＧＯｔｏしか頭になかった政府は、本当に真剣に考えていたのか、

今も考えているのかと首をひねりたくなります。 

 

よく新聞報道などで基礎疾患のある高齢者の死亡が 乗っているが、私も 1 型糖尿病なの

で感染リスクは高い高いです。そのためワクチンもまずは、高齢者・持病のある方々からお

願いしたいと思います。 

 

私は村に住んでいるので、コロナになる不安はとてもあります。妹が看護師なので大変な

こともよくわかります。私は飲食店をやっています。協力金対象外なので生活が苦しくて病

院には行けません。対象外の店も助けてください。 

 

独居老人の対応をきめ細かく組織化してほしい。 

 

脆弱な医療体制を見直してください。医学部の定員増を求めます。 

 

現在の日本の世相に日々不安を抱えながら暮らしていますが税金の使い道の方針を示し

ていただき大いに共感いたします！ 

 

労働者には給付金があるのに、一般の市民には給付金がありません。もう一度、特別給付

金を、 go to travel 未利用に限ってでもいいので。 

 

国会議員は自分のことしか考えていない！！「  

 

なぜ PCR 検査の拡大ができなかったのか。疑問！ 

 

PCR 検査受けたいけれど、陽性になったら入院、病院ない超心配！高齢者なので「ガー

ド」は充分にしています。京都の中間ぐらいに生活していますが、保健所も遠い、交通の便

も悪い。こんなにコロナ！コロナ！の世の中になるとは思っていませんでした。 あと少し

元気で生活したいです。ワクチンは受けます。医療関係方々には感謝しています。本当に… 

 

＊入院先が見つからず、自宅で死亡するなんてあってはならない。政府の無策の招いた人

災です。＊医療従事者、高齢者施設の職員は全員定期的に PCR 検査を受けられるよう国の
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責任でやるべきと思います。 

政治家他は人数・給料削減（どちらも半分以下に）！弱者の給料アップ！税金は公務員の金

ではない！ 

 

後手後手の現在の政権、早く政権の交代を望む！ 

 

風邪の症状で町医者に診てもらっても、アンケート用紙みたいなのにチェックするだけ

で、聴診器で肺の状態を診てもらえず、病院の外で寒い思いをしただけだった。 PCR 検査

の出し渋り。 

 

デイサービス週 3 日利用しています。感染の不安がつきまといます。早々にワクチン接

種できるよう、。医療者の・・・・・・…いろいろとアップして。 

 

京都府知事、どこいった---？京都市長どこいった---？そろそろ本腰入れて府民・市民を

守ってよ---！ 

 

東京オリンピックなんて、やめた方が良い。 

 

「医療・福祉に従事する人々の社会保障の充実」特に命を扱う仕事の重さが、行政の方で 

全く理解されていない。もっと金銭の面、政策のあり方、を、又、職を失うことによる自殺

も見過ごすことができません。パンデミックに対する政策のあり方も全くなっていません。

危機管理は、想像できない、のではなく、想像して、早めの対処すべきでは。 

 

オリンピックを中止にし、その予算で医療や介護・福祉への手厚い政策にあてて欲しい。 

 

なぜ方針がコロコロ変わるのか？政府に人材がいないためか、今の政府を信用しにく

い！!本当にワクチン接種できるか不安。医師・看護師不足、かなり以前より言われ続けて

いるのに、何の解決もできていない。こんな政府を信頼することはできない！府民がもっと

声をあげるべき時！! 

 

コロナでジムを休み、仲間とのサロンや会食は控えています。日本がこんなにウイルスに

右往左往すると思いませんでした。確かに患者数や死亡者数は世界に比べて少ないですが、 

PCR の 検査数を多くすることで、もっと少なくできたと思います。 

 

＊ワクチンについて接種の不安があります。＊コロナ以前からの、病院の再編・縮小、保

健所減らしなどが、現在の状況につながっていると怒りを覚えています。 
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マスクをつけるのが面倒くさいです。 

 

先日久しぶりに外食をしたお店で、若い人が大声で酒飲みながら食事をしていました。お

店では席を空けたり消毒液をテーブルごとに置いたり、感染対策しているのに、危機感なさ

すぎの人がいることは残念です。別のグループも大声でしゃべりだし、そうそうに私は店を

出ました。 

 

介護支援を受けている 86 歳の女性です。コロナの為に行動範囲が狭くなりました。また

持病持ちの夫 85 歳にコロナの陽性が出れば、家族に迷惑がかかります。国は以前から科学・

医療等に対して予算を削り、あの山中先生も憤慨しておられました。全く同感です。 桜を

見る会には税金を惜しげもなく使い、テレビの前でいつも怒っています。医療従事者の皆様

方の様子を、政治家たちは見ていないのか、と怒っています。ドイツのメルケル首相の指導

力にものすごく感銘を受けています。医療従事者の皆様本当にありがとうございます。 

 

呼びかけ団体の方たちが言われている通りだと思います。今、国の姿勢が大きく問われ、

また、医療従事者の方の負担があまりにも大きく、申し訳ないと思っております。国は口先

だけではなくだけでなく、具体的に感染症の専門病院を建てたりすべきです。 

 

昭和～平成～令和の大半にわたって、長期政権が続き、一貫して医療費を含む社会保障費

抑制に注力した結果、今日の危機的状況を生じさせたと思う。次の世代を安心させるため、

我々シニアが選挙で政策転換を図るべく、投票しなければならない。 

 

私は介護士をしています。医療・福祉がコロナの中、大変な中仕事をしていると思います。

少しでも安心できるような対策をして欲しいです。 

 

自宅での療養者が多い中、急変をよく聞きますが、自宅ではなく入院できるよう医療体制

を見直してほしいと思います。 

 

異常な株高、作られた株の高値、所得格差拡大。株利得に税金を高くすべき。東日本大震

災では、銀行利息に復興特別所得税が課せられているでないか。なぜ野党からも議論が起き

ないのか？不満に思っている、きちんとした恒久財源を示すべきだ!！ 

 

国に政策転換大いに賛成します。国会議員定年退職を求めます。おじいさんの顔はあまり

見たくありません。 
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医療政策重要 

 

現在人数を表記せず、1 日の要請者を発表して、多い少ないというのはおかしいです。検

査人数に対しての割合で表明するべしです。また、医療従事者、特に看護師に手厚くするべ

し。 

 

民宿してます。人の観光がなく、元々ホテルに客が行かれるし、私共の宿は流行りません、

コロナの終息が待たれます。 

 

本当に困ってる人に貴重な税金を使ってほしい。Ｇｏｔｏや給付金で、今まで儲かってい

たところが、結局。また、潤うことにな。Ｇｏｔｏは是非やめるべき。 

 

私の友人で医師や看護師をしている人がいますが、子供は学校でいじめられている。私に

言わせれば、あなたの親はコロナの最前線で国民の命を守ろうとしているのに子供は理不

尽。このようなことはやめるべき。 

 

あまり外出ができなくなり、不安に思っています。 

 

1 年経っても、無症状の感染者への対策ができていない。 

 

菅内閣、政府自民党の対策・政策は、国民の現状、叫びを無視した後手後手の内容。近所

のお好み焼き屋さんも泣いています。 

 

誰一人として議員報酬を減らすとは言っていないのでは？金の使い方よくないと思う。 

 

一般市民にも正確な状況と情報を知らせて欲しい。 

 

Ｇｏｔｏ事業に多額の税金を使うのならもっと社会保障費に税金を使うべき、Ｇｏｔｏ

事業などに税金を使って、社会をかき乱す必要などはないはずだ!！国会議員の歳費を半分

にしろ!! 

 

政府・与党は中世ヨーロッパのペスト の拡大の背景を識るべきである。かつてヨーロッ

パの都市では下水道が整備されず、一般の道路に棄てられていた。 またキリスト教 による

偏見で「魔女の使い魔」 として、都市では猫が、農村ではフクロウが狩られ、ネズミを捕

る動物が減少していた。 無策を誤った認識による行動が感染を拡大したのだ。現在の状況

と何と似ていることか！！ 
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自身の危険を犠牲にしてまでも感染者のために尽くしていただいている医療関係者・救

急消防・警察・自衛隊員の皆様には感謝しています。それに反して政府・自民党・公明党は

国民のために政治をしていますか？特にここは 1～2 年の自民党首脳陣・議員の行動を見る

限り、国民のための行動活動とは思えない。私利私欲のため。国民も目を覚まして次期選挙

で民意を突きつけよう！! 

 

暮らしに予算使うべきである。入院費助成金。 

 

医療現場で日々闘っておられる方々に、感謝の気持ちを表すライトアップよりも、現実に

行政の流れを変え、コロナの今後に対応できるシステム作りがなされるよう、個人個人が動

き始める時だと思っています。気持ちだけではなくだけでなく行動を！ 

 

国の土台を支えるのは人民です。その人民のメンテナンスを怠れば国の存亡に関わりま

す。 

 

税金を使って Goto は全く誤りです。芸術活動の方を救うべきです。不要とでも？ 

 

何か伝染病みたいなものが流行ってて とても不安です。新型コロナウイルスでしたかね、

すごく不安です。 

 

いつ倒れても必ず医療を受けられるようにしてください。 

 

コロナは怖いという思いが 生み出してしまっている差別意識が様々な問題を生み出し

てしまっている。安心・安全のために働いてくださる人をどうを育てするのか----どういう

行動ができるのか…。 一緒に戦っていかなければ、良い悪いの世界になってしまう。どこ

までも何も進まない気がします。 

 

もし自分がコロナに感染したら入院できるか不安になる。 

 

父がコロナで 2 月の 5 日に死去しました。医療スタッフの皆様には最後まで大変お世話

になり、感謝しております。 

 

二兎を追うものは一兎をも得ずとも言うが、・・・今は三兎を追っているように見えます。

まず、コロナ対策（医療）その後経済…オリンピックは現状では無理だと思う。---アスリー

トの方々に早めに対策を・・。 
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持病の治療中です。コロナで病院、医療体制が逼迫したら、コロナ以外でも命に関わりま

す。何としてもコロナ感染を抑える体制 、財源を確保してほしい--命を大切にする政治を。 

 

人が足りない-- 理解できるが、資格のいる職業、有資格者の具体的採用方法を要求化す

るほうが市民に分かりやすい。 

 

政府は、医療・介護・福祉の予算を増やしてください。そうすれば人、施設、設備、足り

ないという問題も解決するでしょう。プライマリーバランスが大事とか言って目くらまし

をするのではなく、政府は国債を増やして財源を作ればいいではありませんか。 

 

後手後手首相、無策内閣、能無し総理は即刻退陣して総辞職してください。国益を損ねま

すので。 

 

医療関係者の勤務待遇の改善をしてください。私生活においても我慢されてることが多

いと思います。特に今は感謝です。 

 

コロナを本気で収束させる気があるのか？与野党の一致協力が必要ではないか？ 


