
 新型コロナ問題緊急アンケート 全戸配布で実施 回答 56 通（4 月２４日現在） 

 

回答者の状況  居住地 吉見 ２１ 嘉祥寺 １５ りんくう １２  

記載なし ８ 

 

        年齢  10 代 なし 20 代 １ 30 代 ４ 40 代 ９ 50 代 ５ 

            60 代 ６  70 代 １９ 80 代 ４ 記載なし ８ 

 

        性別  男性 ２７  女性 ２４  記載なし ５ 

 

        職業  無職 ２１  

会社員（事務員・公務員・タクシー運転手など）１２ 

自営業  ８ 

パート・アルバイト ３ 

フリーター  １ 

記載なし  １１ 

 

問１ あなたやあなたの家族の生活に新型コロナウイルス感染拡大の影響はあります

か？ 

 

 影響がある ３６   これから影響がでると思われる １４  影響はない ３ 

 記載なし  ３ 

 

問２ 新型コロナ問題に関わって、健康または医療面で不便なこと・不安なことはあり

ますか？（複数回答） 

 

○マスクや消毒液が手に入らない ４３  

○診察・通院・リハビリ、介護支援を控える １３ 

○確かな情報がわからない １４   

○訪問介護・デイサービスなどが縮小・中止したため生活の質が低下 ２ 

○ストレスで体調が悪化  １２ 

○高熱や咳等の症状が続いても検査もされない ４ 

○感染する・させるかもしれない ３７ 

○感染時の医療体制が不十分  ２４ 

○その他・特になし  ６ 

 



 

  

問３ 新型コロナ問題に関わって、健康または医療面で不便なこと・不安なことはあり

ますか？ 

 

○仕事を失った（シフトなし・内定取り消し・雇い止め含む） ５ 

○収入が減った              １９ 

○経営の先行きが見えない          ９ 

○勉強が遅れる               ７ 

○必要な支払いができない         １１ 

○収入のために仕事をせざるを得ない     ６ 

○休み（在宅）を希望したが認めらない    ２ 

○自宅が安心・安全でない          ３ 

○休校中の子どもに対応できない       ４ 

○支援を受けたいが、窓口が混んでいる・相談先がわからない ４ 

○その他・特になし             ８ 

記入なし                  ８ 

 

問４ 上記の詳しい内容やその他お困り事を教えてください。 

 

（個人が特定される恐れがありますので公表を控えます） 

 

 

 

問５ 新型コロナ対策で、国や自治体への要望をお書きください。  

  

○まずは検査体制を充実させて、医療崩壊を防いでほしい。 （嘉祥寺 自営 男）  

  

○国会議員の歳費、期末手当の削減、田尻町会議員の議員報酬の削減、田尻町職員の給

料の削減。  

          （吉見 無職 男）  

  

○国はなにをしているのか。いろいろ難しい面があると思うが、いましっかり対策をしないと大

変なことになる。経済面でもたもたしているときではない。それより先に、人の命が大切だと思

う。医療関係も大変な ことになっている。国はもっとお金の補償をするべきで、コロナが終わ

れば、経済もよくなってくるはず。  



 

○国民もみんな自粛して頑張ろう。早くコロナが収束することを祈っている。  

            （吉見 主婦 女）  

  

○一刻も早く現金支給してください。  

       （フリーター 女）  

  

○もっと強く自粛するようにしてほしい。経済もすべていったん止めて、コロナが収まってから

徐々に頑張って戻していくほうがよいのでは。現金給付を国民一人一人に１０万～２０万円に

してほしい。ボーナスもないようなので、支払いが困る。  

         （吉見 アルバイト 女）  

  

○なぜ、外国や医療現場の訴えを聞かないのか。マスクは日本ではつくれないのでしょうか。

いろんな面で中国依存は考え直すべき。コロナの検査や診療するところと別の病気の治療す

るところを分けるとか、ずっと早くから危機感があったのに、準備できないのか。  

            （吉見 公務員 女）  

  

○早く現金を   （嘉祥寺 男）  

  

○検査をスムーズに受けられるように、入院など安心してできるように。（吉見 女）  

  

○一律に現金給付をすべての人にしてほしい。かなり厳密に外出を止めないと、拡大を押さ

えて緩やかにできないのであれば、まず現金給付、補償が必要だと思う。なぜ、この非常時

に人を分断するようなことをするのか、理解に苦しみます。収入の不安がひとまずなければ、

だれでも家にいようとすると思います。恐怖を感じながら通勤したいわけではないのだから。  

          （吉見 自営業 女）  

  

○一刻も早く現金給費をしてほしい。  

         （吉見 会社員 男）  

  

○田尻町単独で一人当たり１０万円現金給付すること  

 人口８５００人、約８億４千万円、繰越金、積み立て基金を充てる。（嘉祥寺 男）  

  

○国からの説明を見ると条件的に何枚もの資料を添えなければならないことを考えると、少

なくてもいいので、一人づつの現金支給は早く助かるのではないか思う。  

  



○各年代において、対処及び認識にズレがあると思う。ただしい状況や情報をみんなに周知

徹底をお願いしたい。党派を超えての協力体制が求められているとき、人命第一での対応を

よろしく。この町においては豊かな財政状況にあるのにもかかわらず、どうしてマスクや消毒

液の配布ができないのか。感染拡大防止人力してほしい。普段の他市町村、国との協力が

問われる。  

  

○マスクや消毒液が早く買えるようにしてください。  

田尻町はマスクの備蓄をしていないと聞きました。今後はマスクの備蓄もしたらどうですか。  

            （吉見 無職 女）  

  

○国は何を考えているのやら。日本もおしまいや。  

諸外国に金はぼんぼんだし、国民を守れない無能集団。国民全体に少しでも現金給付を行う

方がよい。各知事に丸なげするなんて、国は無責任すぎる。  

        （吉見 自営業 男）  

  

○早く収束させてほしい。先手先手の対策を  

一律支給は無意味。（吉見 会社員 男）  

  

○老いも若きも全国力を合わせて、金くれ金くれを我慢して、この難局をのりきりましょう。  

            

○収入が減った人たちに早く支援を  

         （吉見 無職 女）  

  

○当面の生活費を早く現金給付。マスクより現金。  

少しでも生活の足しにして、その後、特に影響の大きな企業、個人にフォローする形を取って

もらいたい。            （吉見 男）  

  

○国民みんなが安心できるように一時金として、給付金をいくらか配り、その間に良案をねれ

ばよいと思う。何もしないで愚作ばかりでは、やってられない。  

たとえば、マスクの配布もとくに必要な地域に全員くばればよいと思う。３人家族では無駄。マ

スク配布に４００億円かけるなら、マスクの製造に設備投資すれよい。（嘉祥寺 会社員 男）  

  

○生活支援給付金（生活保護者）は、一般国民には支給しているが、生活保護者は対象外で

す。  

          （りんくう 無職 男）  

  



○コロナにたいするすべての情報をもう少し開示してほしい。（嘉祥寺 無職 男）  

  

○給付金早くほしい。生活が苦しい。給付金が遅くなるなら、貸付金を２００万円先に融資して

ほしい。いつも自治体のすることは遅い。税金の支払いが遅れたら、延滞金や督促がくるの

に、役所の仕方にたくさんの人が不満をもっていると思う。  

 

○国会議員は、選挙のことしか考えないようにいつも思う。もっと襟をただして、国民のために

やってほしい。   （りんくう 自営業 男）  

  

○両親どちらかの仕事の休みの確保とその間の給料の５０％の補償。（吉見 女）  

  

○一律で給付を考えてほしい。  

  

○高齢者の給付条件はむつかしい。  

           （無職 男）  

  

○町内放送をもっとつかってほしい。音楽など放送してはダメですか。うるさいと感じる人もい

るかもしれませんが、１２時・２時・５時で考えてほしい。気持ちが明るくなるようにお願いしま

す。音楽のリクエストを受け付けたりどうでしょう。  

        （りんくう パート 女）  

  

○個人の努力や工夫で乗り切れる。たとえば、手作りで布マスクはつくれます。事柄をいうの

ではなく、個人ではどうにもできない金銭的なこと。医療体制、現場への支援などの対策を考

えてもらいたい。子どもの思いつきのような対策に国民全体の財産をつかってほしくない。政

府容認のポケットマネー感覚でつかわないでほしい。（りんくう サラリーマン 男）  

  

○誰でも早く検査を受けられる体制をつくってほしい。（自分がかかっているかどうか心配で

す）もし新型コロナにかかった場合、軽傷の場合は自宅待機かホテルとなっていますが、自宅

の場合、食料品の買い出しとかどうすればよいのかわからないので、全員がホテルに入れる

ようにしてほしい。一人で住んでいる人や家族全員が陽性になった場合、買い出しに行けな

いと思うので。（会社員 男）  

  

○先が見えない漠然とした不安がずっとあります。  

明るいニュースを少しでも取り上げてほしい。  

国民全員（日本国にいる人すべてに）ＰＣＲ検査の実施をお願いします。（りんくう パート 

女）  



  

○国からの現金給付がないのであれば、この期間だけでも、日雇いのバイトが自由にできる

ようにしてほしい。（りんくう 事務員 女）  

  

○年収の低い人たちには、消費税なしとか、消費税分を一律支給するとか、実施してほしい。

とくに国会議員は、今回、１年間くらい、無休で仕事してもらいたい。ほんとの弱者の気持ちが

わかるかも。  

            （吉見 無職 男）  

  

○国には制限なしでの現金給付、自治体には泉南市で行われているようなインターネットで

の学習が行えるようにしてほしい。（吉見 会社員 男）  

  

○新型コロナで毎日ストレス、体調が悪いです。一日も早くコロナがなくなるのを待っていま

す。  

       （りんくう 主婦）  

○一人一律１０万円以上の現金給付をしてほしい。生活が苦しいです。（嘉祥寺 無職 女）  

  

 

問６ 日本共産党は次のような「緊急提言」を出しています。必要だと思うものを答え

てください。（４月６日時点）※複数回答 

 

○休業時は所得の８割を補償（フリーランスや自営業も含めて） １５ 

○検査体制の抜本強化  ３０ 

○解雇・内定取り消しがないよう指導  １２ 

○イベント・文化事業に政府が直接支援  ９ 

○病床確保は政府の責任で  ２０ 

○医療現場に厚い支援  ２７ 

○１人一律１０万円以上の現金給付  ３６ 

○消費税を５％に戻す  ２６ 

 

              以上、ご回答誠にありがとうございました。 

              ご意見・ご要望をお寄せ下さい。 

 


