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⼤分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

マクロ

⾦融 3

お⾦の回りを良く出来ます
か、財政の破綻確率５
０％、銀⾏による死亡者の
⼝座閉鎖の廃⽌

１、お⾦の回りを良く出来ますか
２、10年後の財政「破綻確率」５０％”という記事が掲載されている。この問題は我が国にとって最重要
課題であるにもかかわらず、⾃⺠党政府はこれを無視してきた。即ち、国の予算をふんだんに使うこと
により無知な国⺠にいい顔をし、世論を味⽅につけ、⻑期政権を維持してきた。そしてそのつけの⼤き
さは、もう無視できない。是⾮国会で政府を追及し、良い結論を出して。
３、⼦供が死亡し⼦供の銀⾏⼝座が直ちに閉鎖された。⼦供がカードで利⽤していた⾦額が⼝座引き落
としできなくなった。⼝座引き落としできない⾦額は、カード会社に電話して、コンビニで振り込む⽤
紙の送付を依頼して振り込みしたが⼿数料がかかった。銀⾏で⼝座振り込かえできないものは、延滞⾦
もかかった。IT化が進んでいるのだから、死亡者が⽣前に利⽤した⾦額は、⼝座引き落としできるよう
に、システム化をするように、銀⾏に指導して。

税制 2

消費税について、コロナウ
イルス増税

１、早く⾃⺠党を説得して消費税を3%に戻すようにしてください。消費税増税反対
２、コロンビアでは政府のコロナウイルス増税案（貧困層救済のための）に対して激しいデモが起きて
いる。⽇本では超富裕層に対する増税が妥当

マスコミ 7

煽り報道批判、AERAの記
事批判、マスコミの⾼橋洋
⼀⽒批判、陽性者数から感
染者数に表現を意図的に変
えて報道について疑問

１、マスコミの煽り報道批判。国⺠がコロナについて知りたいことは教えてくれない 3件
２、私たち国⺠に表現の⾃由がない。すべてマスコミに叩き潰され黙殺されている
３、AERAの記事になると無い事実まで有った事実のように書かれてしまう
４、テレビもNSでの誹謗中傷と何ら変わりがない。何の権限があってテレビが「波発⾔」の⾼橋をあか
らさまに攻撃するのだろう
５、厚⽣労働省および⼤阪府は、新型コロナウィルスについて、PCR検査の陽性者数を正確に発表。マ
スコミでは、同じ数字を、陽性者数から感染者数に表現を意図的に変えて報道。陽性者と感染者では、
定義が⼤きく違うもの。これは正すべきでは。

放送・通信 1
NHKの訪問員について １、コロナ禍、緊急事態宣⾔下でもNHKの訪問員が訪問するのはおかしい。NHKへの強い指導と常識の

徹底を。

エネルギー 1

⽕⼒発電 １、⽕⼒発電はベースとしてこれからも⼤切にすべき。⽇本の製造業の弱体化をしないで。⽇本では欧
州並みに再エネ価格を下げることは難しいのだから。

福島原発 2

トリチウム⽔を除去する技
術開発、処理⽔排出と中韓

１、汚染⽔をから効率的にトリチュウム⽔を除去する技術開発に成功すれば、環境保護、原⼦⼒開発に
おいて世界をリードすることができ、トリチウムの排出が多い重⽔炉を保有する韓国等に対し、外交
カードを⼿に⼊れる事もできるはず
２、処理⽔排出を中韓に⾔われる筋合いはない。

環境

温暖化
観光

農業

交通・流通

住宅

RCEP

その他 2

東芝の外資買収に反対、海
外⼯場新設と⽇本の弱体化

１、東芝の外資買収に反対する。東芝の技術は⽇本国と⽇本国⺠のためにあるべき。
２、ダイキン⼯業が半導体製造に必要なエッチングガス⽣産⼯場を韓国に新設する。韓国に技術を盗ま
れてまた⽇本が弱体化する。

社会保障 1

⺟⼦家庭(⽗⼦家庭)につい
て

⺟⼦家庭(⽗⼦家庭)は何かとお⾦の⾯で⽀援されている。中で、養育費を貰えない家庭がいる事が問題
に上がりますが、養育費調停をされていない、貰える為の努⼒をしなかった⼈達に、当たり前に⽀援し
ている事が腑に落ちない。⼤変なのは分かるが、調停するくらいの努⼒は必要ではないか？

政策⽬安箱へのご意⾒と党の対応について（2021年5⽉前半分）

社会
(55)

経済
(18)
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医療・介護 8

看護師不⾜解消を、献⾎、
タバコについて、⼥性に対
するアルコールの注意喚起
を、バリウムは危険、⾃⺠
党と放射線検査業界との癒
着、⽇本医師会不要、医系
技官・感染研の利権体質

１、ニュースを⾒ているとコロナ患者を扱っている病院では、コロナ患者が増加していたり、看護師が
退職したりで、看護師不⾜がある。看護師が⾜りない病院に看護師が有給休暇が取れるくらい、たくさ
ん看護師を補充して。
２、献⾎が⾜りない。全国で⾎液が⾜りるようにしてほしい
３、タバコをベランダで吸ったり、換気扇の下で吸うのを禁⽌にして
４、⽇本⼈の⼥性を対象にした⼤規模な調査で、閉経前の⼥性では、ほとんど毎⽇アルコールを飲む⼈
は乳がんリスクが1.37倍。アルコールについて、よく注意喚起を⼥性にしたほうが良い。
５、レントゲン検査で使⽤するバリウムは、⼈体に有毒物質(発ガン性物質が含まれているそうです)。
オススメしない。
６、⾃⺠党と⽇本診療放射線技師会と放射線技師連盟は、過剰な放射線検査により莫⼤な利益を得てい
る。しかし、過剰な放射線検査はかえって危険で国⺠を早死にさせている。これ以上過剰な放射線検査
により国⺠を早死にさせないよう国会で追求して。
７、国⺠がコロナ感染で⼊院出来ず多くの⽅々が「死亡」している時に⾃⺠党⼆階派の⾃⾒英⼦議員は
政治資⾦パーティーを開き、そこにあろうことか⽇本医師会の中川敏男が出席した。⽇本国の医療崩壊
にもかかわらず遊び惚けていたとは。⽇本国医療界は、根本的崩壊しているのだ。国⺠に役⽴たずの⽇
本医師会など不⽤である。解散せよ。
８、医系技官はじめ感染症ムラがしっかりと新型コロナの追跡しなかったことが感染爆発を引き起こし
たのだと。⾃らの利権を守るため正確な情報を官邸にあげていない。時々の情報をつかんでいたらGo
Toトラベルの愚⾏が防げたわけだ。忖度してわざと官邸にあげなかったのではないか。変異株の捕捉も
⽢かったといえる。感染研や医系技官の利権体質を暴いて今後の医療体制を抜本改⾰して。

１、ただ単⾝赴任しているだけで負担が⼤きい。救済法を。
２、オリンピック中⽌を検討を考え、国⺠の⽣活に必要な雇⽤対策促進や雇⽤優先政治を
３、⾃分には精神障害がある。24時間働くことも正社員として決まった場所に⾏き、決まった時間に働
くこともキツい。現在⽇本社会において働くということは⽣産的なことをすることでなく、労働を対価
として⽣活費を稼ぐことになっている。最低限の⽣活費を得たい労働者と社会性は⾼いがお⾦を⽣まな
い産業の経営者の間でマッチングがうまくできていない。⽣活に必要なお⾦をベーシックインカムで国
⺠に渡すことができれば、⽣活費のために働く必要もなく、社会性の⾼い研究や産業に⼈材を回すこと
ができ、結果⽇本国⺠の⼒を⾼めることができると考える。
４、以下⼆点改正されると派遣やアルバイト・パート、派遣の労働がしやすくなる ◯⽇雇派遣原則禁
⽌の例外を緩和 現在の緩和要件は以下4点 ・60歳以上の場合 ・雇⽤保険の適⽤を受けない学⽣の
場合 ・年収500万円以上の⽅で副業として⽇雇派遣に従事する場合 ・世帯年収が500万円以上の主た
る⽣計者以外の場合  雇⽤保険の摘要を受けれない様な学⽣や年収500万未満の⼈こそ⽇雇いでも良
いから収⼊が欲しかったり副業したいのに、これではなかなか副業も難しい。コロナ禍の状況では尚
更。学⽣や失業者、減収した⼈の為にも年収制限をもっと下げる事を提案。
◯無期雇⽤転換ルールの撤廃
パート・アルバイト(雇⽤期間5年で摘要)にしても派遣(雇⽤期間3年で摘要)にしても雇⽤する側もされ
る側も振り回されているのが現状。結局パート・アルバイトなら4年11ヶ⽉、派遣なら2年11ヶ⽉で退職
の企業が⼤半。本社的には無期にしたくないのでルール摘要前の退職を前提とした雇⽤契約をします
が、働く側は転職を繰り返し振り回され、雇う側の現場は慣れてきて

ベテランになってきた所で退職させざる終えず新⼈を⼀から教育する事を繰り返して振り回されてい
る。パート・アルバイトや派遣などで働く⼈間は、正社員で働くのとは違う⽣き⽅を持っていたり、働
ける時間や曜⽇に制限が有って正社員で働く事が難しい⼈が仕事をする場合が⼤半。折⾓⾃分の⽣き⽅
や状況に合う職場を⾒つけても無期雇⽤転換前に辞めざる終えないのは残念な事。雇う側にしても無期
雇⽤転換ルールが無ければずっといてもらえるのに…という現場サイドの声も珍しくない。理想として
は無期雇⽤に転換だが、企業の経営側でそれに応じる所が少ない現状ではかえって働く側にも現場にも
⾜枷になってしまう。⾜枷になる位ならいっそ撤廃を望む。
雇⽤保険を頼りにせず、働いて⾃らの収⼊で⽣計を成り⽴たせようと思う国⺠が⼤半。働く意欲が有っ
ても働けない期間が⻑くなったり、望まない転職が繰り返されると働く意欲が薄れていきやすいのが⼈
間。私を含めて多くの⼈間は強くはなく、弱いですから…

外国⼈ 1 移⺠の制限を 移⺠は計画的に毎年⼈数を制限して。特に留学⽣の数は制限が必要

児童虐待

少⼦化

不妊治療

動物愛護

社会
(55)

4労働

サラリーマン単⾝赴任救済
法、オリンピック中⽌決断
を検討し雇⽤対策優先政治
を、ベーシックインカムを
推進したい、労働者派遣法
改正法の再改正
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保育

教育・研究 5

教育委員会制度改⾰、校則
などの不合理さ、旭川中学
⽣事件、⼩中校⽣の⾃殺対
策、望まない妊娠を防ぐ対
策を

１、教育⻑の任期を3年から2年に短縮、教育委員の任期も4年以内から3年以内に短縮して。地域によっ
ては教育委員会要職の学閥⽀配があるのでは。学閥校⻑等⼈事の解消を。法曹関係者枠という視点で裁
判を知る弁護⼠・司法書⼠と退官した判事・検察官と書記官からの教育委員任命を努⼒⽬標の法律要件
に。
２、⼊らなければ知る事が出来ない社則や校則や各種の規則を強制したり強要する事は、あらゆる所で
横⾏しているが、許されて良いとは到底考えられない。安全や衛⽣に関わる物なら分かるが、髪型がど
うとか服装や⾝だしなみなどについて強制するのなら、事前に開⽰しなければ理屈に合わない。“騙し”
に等しく“奴隷的拘束”や“圧迫・⼲渉”と⾔える理不尽さ不合理さ。強制するのなら、あらかじめ開⽰し、
義務教育でも転校を認めるなどの措置が必要。
３、旭川の中学⽣⾃殺事件はいじめの範疇を超えている。これでは安⼼して⼦育てに取り組めない。
４、5⽉のニュースによると⽇本は15歳未満の⼦どもの数は、40年連続で減少。けれども⼩中校⽣の⾃
殺は、2016年289⼈、2017年315⼈、2018年333⼈、2019年339⼈、2020年479⼈と増加。効果のある
対策を講じてほしい。
５、親が育てられない乳児を匿名で受け⼊れる「こうのとりのゆりかご（⾚ちゃんポスト）」を運営す
る熊本市⻄区の慈恵病院に対し、妊娠・出産に関する相談が２０２０年度に７００１件寄せられた。新
型コロナウイルスの影響による⻑期の休校期間中に中⾼⽣からの相談が多かった。男性によく教育する
など、妊娠を望んでないのに中⾼⽣や⼤学⽣や⼤⼈の⼥性が妊娠するのを防ぐ対策を

１、集団ストーカー犯罪の取り締まりを
２、⼊管法改定は廃案とし、名古屋⼊管死亡事件の真相の解明を法務省と⼊管に求めてください。名古
屋⼊管に収容されていたウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件において、出⼊国在留管理庁の
説明と⽀援団体や外部医療機関の認識とが⼤きく⾷い違っています。出⼊国在留管理庁と法務省に対し
て、「容態観察」のために設置されていた監視カメラ映像の公開と、第三者機関の調査による真相の解
明を要求して。。国連からの指摘を受け⼊れ、難⺠認定制度、恣意的拘禁、⻑期収容をみなおして
難⺠認定率0.4%という、国際社会における国家のあり⽅として⾮常に問題のある現状からさらに改悪
し、⼈権を軽んじる⽅向へ舵を切ることには断固反対 21件
３、現在、法務委員会で審議中の出⼊国管理法改定案につきまして、委員の串⽥誠⼀議員には、先頭に
⽴って不要不急の改定審議よりも⽔際対策を求める質疑をいただき、いつも応援しています。
４、貴党の串⽥議員が現在の⼊管法についておかしな点を鋭く指摘されている委員会質問も⾒ました。
党内意⾒をまとめるのは⼤変でしょうが、今回の改正に理はないと思います。
５、貴会衆議院の串⽥誠⼀議員も、今回起きました名古屋⼊管のスリランカ⼥性の死亡事案を受けまし
て、明らかな解明がない限り審議は出来ないと申されています。貴会の法務委員の代議⼠がそのように
話されていることを⼼強く思っております。今後、この⼤阪の地で万博などの国際的なイベントが開催
をされます。また、カジノ誘致にしても然りです。その中であまりにも、国際情勢から外れたこの法案
が通ってしまうことは、⽇本の国際的地位の失墜であり、観光などのインバウンドを主体成⻑前略にダ
メージを与えるものと思います。
６、アメリカの銃犯罪の失敗を⽇本でも繰り返さないためにも銃器の取り締まりをもっと強⼒にすべき

７、⼊管収容施設に継続的に⾯会⽀援を⾏ってきた⽴場から、今回の法改定案には反対です。すでに強
⼤な裁量権を有している⼊管庁により強い権限を与えるような法改定は⾏うべきではありません。難⺠
申請者の強制送還や、監理⼈制度の新設は、⻑期収容の解決策にはなり得ません。
８、命をかけて⽇本に逃れてきた難⺠を、⽇本の⽣活者として認めてください。かれらに必要な医療、
就労、教育、住居、⾷料へのアクセスを政府として責任を持って提供してください。国籍や在留資格に
よって⽣活の権利が奪われている友⼈の状況を無視することはできません。もうすでに、難⺠として⽣
きている友⼈と私は⽇本でともに⽣きています。国籍や出⾝地に関わらず、誰もが安⼼安全に暮らせる
社会にしてほしい

⼈権 1

⼈権侵害への対応（⽇本版
マグニツキー法の制定）

⼈権侵害への対応を。実効性のある対策を取る為にも、⽇本版マグニツキー法の制定を切に求めます。

社会
(55)

特定犯罪（集団ストー
カー）の取締法規改正、⼊
管法（出⼊国管理及び難⺠
認定法）改正、銃犯罪

28法務
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五輪 7

五輪中⽌を、政府から東京
五輪の仕事を外して、医療
関係者を国⺠のために、東
京オリンピックをやる姿勢
が全く感じ取れない、ス
ポーツマンシップを発揮し
「待つ」という選択

１、国⺠を⾒殺しにしてまでオリンピックを開催したいんですか？この状況で国⺠が歓喜出来ると思い
ますか。コロナやインド変異株で苦しんでる⼈達は⾒殺しですか。オリンピックはやりたい、経済は⽌
めたくない、感染者は減らしたい。１つ１つ解決しなければ、オリンピックなんぞ出来るわけがない
２、国⺠が仕事とコロナ予防で疲れている中で政府が五輪の祭りを税⾦でするのはとても我慢できな
い。
３、コロナが蔓延する中でやっても経済効果は⾒込めません。海外からまた変異ウィルスが⼊ってくれ
可能性もある。そこまでやる必要はない
４、オリンピックパラリンピックを中⽌して医療関係者を国⺠のために
５、東京オリンピックをやるのなら、緊急事態宣⾔は今⽉１１⽇をもって全⾯解除すべきだろ。バッハ
会⻑の訪⽇も予定どおり実施すべきだろ。延期するなんて、菅⾸相は東京オリンピックをやろうとする
姿勢が全く感じ取れない。丸川五輪相、東京オリンピック開催したいなら、予定どおりバッハ会⻑と会
談するよう、菅⾸相に要求すべき
６、東京五輪の看護師500⼈徴集とマイナンバー制度を⽤いた潜在看護師の情報管理、スポーツドク
ター200⼈徴集、学校連携観戦、どれも無理です。医療従事者はコロナ患者、それ以外の病気の患者の
ために⼼⾝壊しながら医療の最前線で働いています。それをピンピンしている五輪選⼿団のために無償
で働けなどとよくも⾔えたものですね。感染対策もろくに出来ないのに児童に観戦させるなどもっての
ほか
７、100年に⼀度という新型コロナパンデミック下で世界が今こそオリンピック精神を発揮すべき最⼤
のチャンス。スポーツマンシップを発揮して是⾮多くの⼈間の尊厳のため、勇気を出してコロナ禍が終
息するまで「待つ」という選択を

その他

防衛・外交全
般

5

防衛予算増額と領域警備法
の制定・施⾏を、早急に敵
基地攻撃能⼒の議論を、防
衛産業の撤退に⻭⽌めをか
ける政策を、電磁波兵器の
本格的な導⼊を

１、防衛予算を⼤幅に増額すべし。国家間の平和な状態は、⼒の均衡によってのみ維持されうるもの
２、専守防衛を有効化するためには、敵基地攻撃能⼒が必要不可⽋。まずは、領域警備法の制定・施⾏
が急務
３、早急に敵基地攻撃能⼒の議論を。台湾だけでなく尖閣諸島、沖縄が侵略されてもおかしくない
４、住友重機械が機関銃⽣産から撤退へ。こういうところに税⾦をかけて保護を。⾃前で⽣産の必要あ
り。
５、電磁波兵器は戦争の未来を占う重要な兵器。また専守防衛の国防の概念に合致する。

⽶国 1
アメリカでテロ １、アメリカでテロ、⽶中戦争か

韓国 2
対韓国政策 １、韓国からの⼊国をビザ必須に

２、「旭⽇旗使⽤すれば最⼤懲役10年」法案発議とはつきあっていられない

北朝鮮

１、尖閣・沖縄で戦闘になれば圧倒的な「戦⼒格差」半⽇で惨敗
２、アメリカを死神になぞらえてツイッターで投稿する中国⼤使館。これはやり過ぎ。品位のかけらも
ない
３、そもそも中国共産党は「テロリスト⽑沢東」の極悪集団
４、中国共産党はG７如きが何をほざこうと痛くも痒くもない
５、中国が衛星をコントロールしているとは思えず、まして公海へ落ちるなどとは⾔えないと思う
６、中国では⽇本語能⼒検定が盛り上がっている。⽇本の企業に就職することばかりでなく、東⼤や京
⼤へ⼊学し最新の技術等を学ぶためだという。こうして、⽇本のいろんな技術を勝⼿に盗んでいく
７、中国は偶然にウイルス兵器が漏れたにせよ、それにより、これからの世界との戦争の在り⽅を根底
から変えた
８、中国共産党には経済⼒、軍事⼒、外交⼒、CP技術など全ての⾯で遅れに遅れて、もうなす術もない
状態
９、中国の無責任ロケットの残骸がインド洋に落下した。どこに落ちてくるかわからない。何とも無責
任な話

外交
(27)

社会
(55)

中国 15

中国海軍、中国⼤使館のツ
イッター、中国共産党の対
応、⽇本語検定、コロナ後
の戦争のあり⽅、中国ロ
ケット、⼀帯⼀路、ハッ
カー、ウイグル問題、現地
採⽤



政策⽬安箱ご意⾒（2021年5⽉前半分）

5 / 13 ページ

⼤分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

１０、中国の不動産会社「チャイナブルーム」が2019年5⽉、クイーンズランド州にあるケスウィック
島を買収し、これにより住⺠・観光客・業者などとの間でとんでもないトラブルが起きた。（この島は
国⽴公園に指定され、島の80％を除く残りの20％を州に99年の⻑期賃貸する⽅法で契約）このようなこ
とは中国の「⼀帯⼀路」に関係するところで多数発⽣している。被害が拡⼤しない前に⽇本政府も対策
をするべき
１１、中国のハッカー集団（ネット⼯作集団など数千万⼈が関与？）
１２、ウイグル問題改善して
１３、中国へのジェノサイド認定の国会決議を⽀持
１４、「新型コロナの真相（起源）調査を」と呼びかけたオーストラリアに対して、中国が嫌がらせ
（実質的な経済制裁：豪州産⽯炭船の荷揚げストップ＝インドが豪州産⽯炭を輸⼊することを発表、豪
州産ワイン・豪州産⽜⾁などの輸⼊制限・停⽌）を⾏った（新型コロナウイルスの起源を調べるための
独⽴調査機関の設⽴を呼び掛けるオーストラリアに対し、中国は経済的圧⼒をちらつかせて輸⼊規制・
停⽌処置を実施した）
１５、外務省職員の現地採⽤をやめよ

ロシア

台湾 2

岸防衛相発⾔、WHOオブ
ザーバー

１、岸防衛相の台湾海峡有事「⼈ごとではなくなる」 って今頃何の寝⾔を⾔うか。
２、アメリカは、世界保健機関（ＷＨＯ）総会に「台湾が引き続き排除される理にかなった正当性はな
い」として、台湾のオブザーバー参加を要求した。世界中でコロナウイルスが拡⼤しているのは、この
ような偏狭な中国共産党の存在があるから

インド 1

インドへの⽀援不要 １、⾃国もまともに制御出来てねえのに、インドに55億円追加⽀援なんてしてる場合じゃねえだろ！⾃
国⽇本国⺠は餓死でも⾃殺でもして死ねということですよね？インドに計６０億円⽀援してまで、海外
からいい顔されたいですか

中東 1

パレスチナのハマスとイス
ラエル

パレスチナのガザ地区から、ハマスが盛んにロケット弾をイスラエルに撃ち込んでいる。ロケット弾が
どこの国で製造されたものかによってハマスの背後にある国がわかるのでは？パレスチナのハマスの幹
部が⽢い汁を吸っているのではないか。⼦供を盾にして。そうでなければイスラエルにロケット弾を打
ち込む必要性がない

皇室 5

眞⼦様問題、宮内庁が機能
していない、皇室への投票
権不要、丸川⼤⾂答弁拒否
から⼥系天皇への流れを危
惧する

１、眞⼦様結婚問題で誠に恐縮ながら「秋篠宮家の問題解決能⼒」が国⺠から疑われている。
２、眞⼦さまのご結婚問題で、多くの国⺠の⼼が皇室から離れつつある。宮内庁の対応がその状況に拍
⾞をかけているのは間違いない。
３、皇室は、憲法上⽇本国⺠でありつつも有権者として認められていない。⽇本国⺠の象徴が戦争の記
憶を中⼼とした独⾃の国⺠主権観で無視を受けている。この点は気になるところ
４、我々の⼤切な皇室であり、⼩室家の⼀族について知る権利がある。
５、丸川⼤⾂答弁拒否で⼼配してるのは「（選択的）夫婦別性」から始まり、「⼾籍制度」の廃⽌、
「⼥性宮家」が可能になり、最終的には「⺟系（⼥系）天皇」の誕⽣に繋がるのではないか？と懸念し
ている

憲法改正 19

国⺠投票法改正案反対、⾃
由⺠主党の憲法案、現⾏憲
法をまず知ってもらうべ
き、外国⼈参政権容認反
対、各改正項⽬別に賛否の
意思表⽰ができる投票⽅式
に

１、国⺠投票法改正案採決に反対。 15件
２、⾃由⺠主党の憲法案は⼈権侵害憲法
３、私が思うに国⺠の間で⽇本国憲法を概略でもいいから知っている⼈がどれだけいるか疑わしい。そ
ういう状況下で国⺠投票したらテレビなどで有識者などが⾔っているのを丸呑みにし⾃分の判断で投票
できない⼈が多い。そこで公共広告機構や何らかの⽅法で現⾏憲法を広く国⺠に知ってもらう働きかけ
を今⼀度⾏う必要性があるのではないか。
４、政府与党と⽴憲⺠主党の成⽴を⽬指す国⺠投票法改正案には、どさくさ紛れに明確に外国⼈参政権
の容認が明記されています。世界のどこの国も「国連憲章の内政不⼲渉原則」、「国防や法令遵守、納
税義務を伴わない外国⼈への⽚務補償」はあり得ない。１００歩譲って付帯条項として相互主義を原則
とし、相⼿国が⽇本⼈に同等の権利を付与する場合、在邦外国⼈が１０年以上に⽇本に居住し、⽇本語
検定１級保持、納税と法令遵守を原則とすべき
５、「憲法改正国⺠投票法案」の問題点（国⺠が各改正項⽬別に賛否の意思表⽰ができる投票⽅式にす
べき）

公務員改⾰ 4

能⼒業績主義⼈事を無視す
るという参議院事務局の不
⽂規制の即刻廃⽌を、警察
官の不祥事改善、

１、能⼒業績主義⼈事を無視するという参議院事務局の不⽂規制の即刻廃⽌、岡村隆司参議院事務総
⻑、⼩林史武事務次⻑以下の参議院事務局幹部職員の懲戒免職、能⼒業績が国⺠的に⾼く評価されてい
る参議院事務局職員の正統な幹部職員への抜擢 3件
２、警官が酒を飲んで運転して交通事故を起こしたり処分を受けたりが、けっこうあります。改善を。

外交
(27)

機構
(66)

中国 15

中国海軍、中国⼤使館のツ
イッター、中国共産党の対
応、⽇本語検定、コロナ後
の戦争のあり⽅、中国ロ
ケット、⼀帯⼀路、ハッ
カー、ウイグル問題、現地
採⽤
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選挙 8

街宣カーでの騒⾳、街宣内
容、政治活動としての訪問

１、街宣カーがうるさい。政策の発信は無差別選挙カーじゃなくてもできる 5件
２、街宣カー、そもそも、選挙活動以外で、集会以外のマイクなどをつかったパフォーマンスなどは禁
⽌ではなかったでしょうか。
３、貴党を少なからず応援をしてきたが、違和感が拭えない。緊急事態宣⾔下などでの議員（含む候補
者や⽀援者）の街頭での活動⾃粛を提案。静かに⾃らの考えや政策を訴えるのであれば良い活動だと思
いますし私も聞く。ただ⾃分の名前や政党名、他党の⾮難だけを繰り返すのであれば⾃粛対象でもい
い。平時でもどうかと思いますが、緊急事態ではなおさら。
４、私は選挙関連に詳しくありませんが、⾃宅訪問での選挙活動は合法でしたでしょうか。
また仮に合法としても、緊急事態宣⾔下において、都⺠が無⽤な⼈との接触をせぬように⽇々努⼒をし
ている中で、⾮常に⾮礼な⾏為。違法であるのであれば、早急にやめていただきたいですし(仕事中に訪
問されても迷惑です)

１、吉村⼤阪府知事は次々に新型コロナウイルスから府⺠を守るためにアイデアを出している。⼤阪府
以外の都道府県市区町村の⻑はびびって何もせずにいる。新型コロナウイルスを舐めてはいけない。し
かし新型コロナウイルス流⾏前の⽣活をしたくてしょうがない⽅達は⼤勢いる。そんな⽅達のために
次々と提案し続ける吉村⼤阪府知事は素晴らしい。そして、応援している。感謝している。ちゃんと休
んで。
２、⼤阪府に同性パートナーシップ制度を導⼊してくださりありがとうございます。同性パートナーと
⼀緒に新型コロナウイルス対策には気をつけております。同性パートナーが発熱しても⼤阪府には同性
パートナーシップ制度があるので病院も少しの理解が有り問題なくPCR検査へと移⾏していくでしょう
３、全く根拠も効果も無い、休業要請の継続に断固反対
４、⼤阪の医療機関は東京を抜き去りボロボロの状態だ。コロナ死者も恐ろしい数になっている。医療
機関をボロボロにしたのは誰なのか
５、コロナウィルスの感染対策にて、⼤阪独⾃の⼤阪モデルと⾃⾝満々に実施し、結果失敗となりまし
たが、この失敗に関して誰が責任を取るのか
６、⼤阪府で唯⼀⼤阪市だけが午前中オンライン授業をしている。⾃分の意思できちんと勉強ができる
ほんの⼀部の優秀な⽣徒だけが学⼒を伸ばす。それ以外の⼤半の⽣徒は落ちぶれる。公⽴⾼校の⼊試は
⼤阪府全域から皆が受験する。⼤阪市内の受験⽣はかなり出遅れる。この負債をどのように解消するの
か？再開された後の授業や、夏休みの宿題など、受験科⽬である五教科に重点をおき、しっかりと受験
に向けて対応してもらいたい

７、⼤規模ワクチン接種会場って本当に⼤丈夫か？また重傷者センターの様に⾒切り発⾞にならないか
⼼配。中⾝が揃わないのにオープンして稼働率は低いみたいな失策にならないかと⼼配。
８、国際会議場が密になり、京阪中之島線が密になるくらいなら、集められるワクチンを⼤阪府下のか
かりつけ医に回してほしい。⼤阪府の現状から考えたら国際会議場でなく、区⺠、市⺠センターに⾃衛
隊の医官を分散配置していただき、例えば北区や中央区など、⼤阪市内でも感染者が多い地域で集中接
種しても良いのでは。
９、吉村⼤阪府知事や松井⼤阪市⻑がマスクの義務化や路上飲みの禁⽌について⾔及されている。私は
全⾯的に⽀持をしたいし、たとえ反対者がいても信念をもってその意⾒を貫き通してもらいたい。ぜひ
頑張っていただきたい
１０、枝野に反論している暇があったら町を歩け。ひきこもりみたいに府庁とテレビ局往復せんと
１１、君らが⼀番楽観視やんか。っていうかいつまで公⽤⾞を私物化してんねん
１２、⼤阪市解体の⾒苦しさを反省して下さい。⼀度ならずも⼆度までも、三回やったら仏様も怒る。
１３、⼤阪のコロナ禍を最悪にした責任と今後のキッチリした防⽌政策は菅と吉村の責だ。
１４、⼤阪ワクチンは昨年１１⽉に出来るでは無かったですか？その後検証の発表は
１５、五輪開催、中⽌の両⽅のメリット、デメリットを「両てんびんにかければ、個⼈的には開催やむ
なしとなる。」って完全に狂ってる。⼤阪の感染者の状況を⾒てよくそんなことが⾔える。五輪中⽌や
むなしなら理解できるが、開催やむなしとは。
１６、コロナ禍な中、コロナ対策が必要な時期に維新の会主導の国⺠投票は本当に必要だったのか。国
⺠投票をするより、国⺠投票予算を医療関係に使いコロナ対応に接触できる看護師の要請資⾦やコロナ
対応病院の予算に当て付いた⽅有意義に税⾦を使えたのでは無いか。

機構
(66)

吉村府知事⽀持、同性パー
トナーシップ制度導⼊で発
熱しても安⼼、休業要請継
続反対、⼤阪の医療体制、
⼤阪モデルに誰が責任をと
るのか、⼤阪市⽴中学校の
オンライン授業について、
ワクチン⼤規模接種会場っ
て本当に⼤丈夫か、⼤規模
接種から地域接種へ、枝野
に反論してる暇あったら、
マスク義務化への⾔及、吉
村府知事・松井市⻑批判、
インテックスでの集団接
種、⼼斎橋駅ＳＯＳ、厳し
い休業要請しても意味な
い、東京都での20代のコロ
ナ感染者対応、東京都は無
能、兵庫県の⼟⽇祝の⼈流
対応、岡⼭県・岡⼭市の公
表姿勢

24地⽅⾏政
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１７、集団接種会場はインテックスと声明がありましたが交通的に無茶不便、お年を取った国⺠に何千
⼈も1⽇に⾏けるのかよーく考えて
１８、⼼斎橋駅ＳＯＳ、とは、何
１９、厳しい休業要請しても意味ないよ。営業時短とお酒の提供を緩和して⼤阪府内とか他の府県の飲
⾷店などの⼀部事業に⼭梨モデルを取り⼊れるべき。⾒回り隊に無駄な税⾦などを使うんやったら、医
療と介護と別の事業とか⽀援にお⾦を使って欲しい。このままでは飲⾷店と他の⼀部事業がいつ潰れて
もおかしくないやろ。お⾦の⽀援がない限りは。関⻄全体、関⻄広域で休業要請と酒の提供の⾜並みを
揃えな意味ない
２０、百貨店、ヤマダ電機が休みなのに梅⽥のヨドバシ、枚⽅のニトリモールが何で営業するのか。⼈
流を⽌めるなら⾷品スーパー以外商店街も全部閉めろ
２１、東京都の⼈⼝を⾒ると40代が1番多く、2番⽬に50代で、3番⽬に30代で、4番⽬に20代。にもか
かわらず、20代のコロナ感染者が突出して多い。対策を講じて
２２、東京都（⼩池百合⼦都知事）は、無能ではないか。東京都のやっていることは、その場の思いつ
きのような場当たり的な発表（検討が不⼗分？東京都庁の統制がなく、⼗分に機能していない？ガバナ
ンスが効いていない？の）で、混乱を招いて都⺠・⺠間企業などへの迷惑になっている
２３、兵庫県井⼾知事が、⼟⽇祝の⼈の流れを抑える必要があると提⾔した。⼤型商業に⼟⽇祝だけ休
業要請をした井⼾知事、ちまいことやるなと思ったし、ここのところが井⼾さんらしい。 しかし、⼟⽇
祝だけ休業要請するのも１つの案
２４、岡⼭県も岡⼭市で１００⼈を超える感染者が急増している状況になっています。そうなってくる
とある程度地域 地区の指定、施設の公表が必要ではないでしょうか

機構その他 6

政務活動費使途公開法案
を、「難⺠の安全」「ス
トーカー被害者の安全」よ
り⾃分たちの休みが優先
か、公官庁の移動⾞両・船
舶に男⼥別のトイレ設置
を、公⽂書改ざんは国⺠の
信頼を損ねた、⼥性国会議
員、議員歳費返納について

１、政務活動費の使途を知りたい国⺠はたくさんいますが、いまだ領収書をネットで公開している地⽅
議会は2割程度。国の法律として公開義務化に期待。
２、「難⺠の安全」「ストーカー被害者の安全」より、⾃分たちの休みが優先か
３、全ての公官庁(地⽅・国家問わず)所有の⼈員輸送専⽤⼤型⾞両バス・所有船舶に、男⼥別々のトイ
レを設けて欲しい
４、森友学園めぐる財務省（近畿財務局）による公⽂書改ざん、国側「⾚⽊ファイル」存在認めるの件
は前代未聞のことであり、国⺠の信頼を⼤きく損ねたと思う
５、⼥性国会議員を増やしたければ、ジェンダー枠として、参議院100⼈程度、衆議院50⼈程度を増員
すれば良い。参議院の徳島⾼知、島根⿃取の合区解消にもなるし、⼥性地⽅枠とし国⼟の均衡発展にも
貢献できる。定員を増やさずに⼥性割り当てを増やすのは失職する男性がいて悲惨な事態を招く。国⺠
の納得を得るためには、国会議員の給与を５年間ほど、５％から10％減らせば良い。
６、公明党が「政治とカネ」を巡る事件で国会議員の有罪が確定した場合、給料に当たる議員歳費の返
納を可能にするための国会議員歳費法などの改正を⽬指すという。今まで法律が無い事の⽅が不思議
だ。⺠間会社であれば厳しい処分が科されるべきものであるが政治家の皆さんには当てはまらないらし
い。このような事を野放しにして国⺠の信頼を得られていると考えているならば⼀般社会において少し
勉強なさった⽅がいい。それからもう⼀つ付け加えさせていただくなら「給料に当たる議員歳費の返納
を可能にするため」ではなく「議員歳費の返納を義務とする」ように改正するべきだ。何もやましい事
がなければ反対する必要は無いだろう。

政策の周知について、五輪
の医療関係者要請に対して
提⾔を、愛知リコール問
題、梅村みずほ議員秘書問
題、政党名変更を、ベー
シックインカム導⼊を、吉
村さんはテレビ等に出過
ぎ、⾺場幹事⻑の⽴憲⺠主
党への発⾔への賛否、デマ
拡散への対処、⼩池都知事
と会談し五輪中⽌を、攘夷
の時代ではない（政府・⼊
管の姿勢）、道州制、国⺠
⽬線の政治、議員レベル低
い＆政党助成⾦返上を

１、⽇本維新の会の政策を⽀持している。しかし⽇本国⺠のほとんどは、特に若者は⽇本維新の会の政
策の内容を知らない。実際、テレビやネットで「⽇本維新の会」の名前を⾒ることは本当に稀。今回、
⽇本維新の会のサイトを訪問し改めて政策について読みましたが、やはりこのサイト以外でこうした政
策を⾒た覚えがない。このような「待ち」の状態で何かが変わるとはとても思えない。普通に⽣活をし
ていても、どこかしらで⽇本維新の会の名を⾒、政策を刷り込まれるくらいのことをしてほしい
２、ワクチン接種に医療関係者が不⾜のなか、総理は、看護師500医師200をオリンピックパラリンピッ
クに要請されている。国⺠の命よりオリンピックパラリンピックが優先か？⽇本維新の会として、緊急
提⾔を、
３、愛知県知事リコール活動の事務局⻑を務められていた⽥中事務局⻑が署名の代筆を発注したことを
認めた。このような⼈を、貴党として放置しておいて良いのでしょうか。すでに離党しているとかは、
党のイメージには全く関係ない。ネットの中では、「⽇本維新の会所属の⽥中事務局⻑」ということで
広まっていて、この件を放置することは貴党の危機管理としてとてもまずい。
４、ネット情報で⽥中孝博という男は⼤村知事の旧友とのこと。リコールの事務局⻑を引き受けながら
（⾃分からシャシャリ出たと推察される）リコールつぶしに動いたよう。⼀⽅、⽥中孝博という男は⽇
本維新の会の内部の⼈間であるとの報道もある。もし今なお除名しておられないのであれば⾔語道断。
５、梅村みづほ議員の除名を求めます。秘書の殺⼈未遂を犯しておきながら説明責任を果たさない
６、猪進の会。⼀度進み出したら⽌まらない。謝らない。そして⼰の間違いに気づかない。
医療崩壊させてるから医死んの会でもええで。

機構
(66)

吉村府知事⽀持、同性パー
トナーシップ制度導⼊で発
熱しても安⼼、休業要請継
続反対、⼤阪の医療体制、
⼤阪モデルに誰が責任をと
るのか、⼤阪市⽴中学校の
オンライン授業について、
ワクチン⼤規模接種会場っ
て本当に⼤丈夫か、⼤規模
接種から地域接種へ、枝野
に反論してる暇あったら、
マスク義務化への⾔及、吉
村府知事・松井市⻑批判、
インテックスでの集団接
種、⼼斎橋駅ＳＯＳ、厳し
い休業要請しても意味な
い、東京都での20代のコロ
ナ感染者対応、東京都は無
能、兵庫県の⼟⽇祝の⼈流
対応、岡⼭県・岡⼭市の公
表姿勢

24地⽅⾏政
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７、ベーシックインカム導⼊検討を。コロナ禍で困窮に苦しむ国⺠への福⾳。導⼊され効果が周知され
れば政権担当能⼒のアピールと共に党勢拡⼤寄与する。財源は⽇銀の資⾦緩和分で補うこと可能。⽣活
保護よりも実効性は⾼い。
８、維新は、コロナに感染し⾃宅療養で病院に⼊れず亡くなられている庶⺠がいるのに何もしていな
い。都構想が不可でしたが、違う発想でめげずに頑張って。給料も減らし、国会⼈数も減らそうとして
いる政党は無し。⼤阪のおやじがいなくなるのはがっかり。信頼している⼈は遠⽅にもいる。吉村さん
はテレビ等に出過ぎ、コメント⻑すぎ、同じことの繰り返し、⼩泉さん⾵に？変えられた⽅が。
９他政党、今回は⽴憲⺠主党への暴⾔⽌めて頂けませんか。貴⽅達の⾔葉⼀つ⼀つが国⺠に影響及ぼす
事は解ってますよね。互いの政党が持ちつ持たれつでやって⾏かなければ。
１０、今回の⽴憲⺠主党が国⺠投票法改正に賛成したことに対して必要ない政党と⾔ったのはあまりに
も酷い。すぐにも撤回してもらいたい ７件
１１、⽴憲⺠主党になくても良い政党の発⾔があったが⽇本維新の会の⽅が先になくなっても良い政党
だ。⼤阪のコロナ対策の失敗は吉村知事でマスコミに出る暇が有ればコロナ対策を優先したらどうだ！
⼤阪都構想こそ無能な施策だ。松井代表と⼆⼈引責辞任、菅と三⼈まとめて1000倍返しだ。半沢直樹の
ドラマでも観てろ
１２、⽴憲⺠主党は本当に我が国に必要のない政党ですか。御党の国会議員が冒頭の趣旨の発⾔をされ
たようですが、思い上がりがすごいのでは.なお、御党の定数是正政策や議員歳費の引き下げ政策は⾼く
評価
１３、⾺場幹事⻑の「⽴憲⺠主党は⽇本に不要な政党である」に全⾯的、諸⼿を挙げて賛成 ３件

１４、⽴憲⺠主党は不要という貴党の意⾒に賛成。彼らが野党第⼀党であることで、多くのケースで国
会の時間を無駄にしている。⽴憲が野党第⼀党であれば、⽇本は衰える。総選挙、頑張て。期待してい
ます
１５、デマ拡散について厳正な対処を。（AERA記事、5ch） 2件
１６、⽴憲が⼩池知事に中⽌を要請しないなら維新こそ⼩池知事と会談して中⽌を要請すべきだ。国⺠
の命、安全を考えるなら中⽌の選択しかない
１７、⾜⽴議員、どれだけ⾃分にも、⾃分の党にも⾃信がないのか「⽴憲⺠主党は、⽴憲⺠主党
は、・・・・」といってけなし、与党の議員には胡⿇をする。とてもみっともない
１８、難⺠受⼊に対する厳しい⼊国管理局の姿勢が世界から⼈権意識が⽋如していると厳しい批判が出
ていると聞いている。攘夷が⽀持される時代ではない。維新として⼈権重視の観点から政権に再検討を
申⼊れし、世間に広く訴えて貰いたい。是々⾮々の内の⾮の問題と思う。
１９、道州制による地⽅分権での地⽅創⽣のスローガンはどうなりましたか。コロナウイルスが今の都
道府県制度では上⼿く対応出来ず道州制で有能な州知事の対応が必要。
２０、⾃⺠党の時代は終わりました。質問をしても逃れるための返答しかしない。維新の会には元々期
待してるので 国⺠⽬線の政治をお願い
２１、議員レベルの低さ、公設秘書が起訴される？ ⾃⺠党の汚職議員並みですね。与党への無責任な
スリより。⾝を切る改⾰などというならすぐ政党助成⾦を返上されたらどうです。⼩⽣は維新の会の解
党を切に望む

候補者擁⽴関
連

1

議会、国会の候補者の選定
について

１、前回の統⼀地⽅選挙にて、奈良市義に当選した３⼈中２⼈が、会派を離脱している。投票した⾝と
しては、裏切られた気分。何処まで、⽇本維新の会からの⽴候補者を信⽤すれば、良いのか？
⼜、次回の衆議院候補者は、憲法96条の過半数可決を否定されているようです。憲法改正を政策の1に
上げている。会派から⽴候補されるのは、甚だ疑問。(⺠主党時代のものが多く掲載されてもいる。)
 次回、会派を離脱した地域には、維新の会に投票した票を拡⼤し、離脱者に刺客を⽴てるぐらいの⽅策
は持っておられるのか

⾝を切る改⾰ 1

⾝を切らない改⾰を ⾝を切る改⾰なんか要らない。超⾼い報酬で優秀な⼈を議員にして⽴派な業績を上げてもらおう。名⽬
は安いが禄に仕事をしない出来ない凡庸議員は実質は⾼く付く。選挙の当選⽬当てに過去⾊々な党から
⽇本維新の会に⼈を集めた所為か、維新の会の⼀丁⽬⼀番地の【道州制による地⽅創⽣】の旗印が消え
てなくなっているのが気になる。ITの改⾰に海外の有能なシステムエンジニアを呼ぶには億単位の報酬
でないと呼べない。安い⽇本のシステムエンジニアでは何⼈注ぎ込んでも⻭が⽴たない。議員も同じ。
有能な議員に⾼く払い世界に伍する⽇本の国の制度を再構築しIT後進国から脱却を。
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１．スマホを使った経済活動を⽌めない飲⾷店クラスター対策。簡単なスマホアプリを使った感染対策
です。まず、飲⾷店⽤と利⽤者⽤のスマホアプリを作る。店側のアプリは、⾃⾝の店舗情報をアプリに
登録しておく。利⽤者は、複数名（⼆⼈以上）で飲⾷店を利⽤する際は、全員必ず飲⾷店側のアプリと
⾃⾝のアプリで「照合」を⾏う。「照合」では、過去2週間以内に複数名で飲⾷店を利⽤したかどうかを
判定する。判定の結果、過去2週間以内の利⽤履歴がない者だけが⼊店を許され、利⽤者のアプリに⼊店
した記録が記録される。利⽤者側は、コロナに感染した場合は感染した事実を登録すると、同⽇同じ店
を利⽤していた⼈に通知される。アプリに賛同できない者には、コロナが収まるまで⼀⼈で飲⾷店を利
⽤してもらうか、宅配サービスを利⽤してもえば良いだけなので、国⺠の負担は少ないはず。
２、飲⾷店、宿泊店は⼭梨グリーンゾーン認証を取り⼊れて 2件
３、⾃宅で医療を受けれなくて亡くなる、この結果は専⾨家も政治家も先を計算出来て無かった事と、
経済を回しながらの感染対策のつけを今払ってるって事
４、⼭梨⽅式を菅総理が推奨と話しています。今頃？スヒ゜ート゛感があると思えないですが、追加の
提案。アクリル板を置くと話がしづらいので、Bluetoothトランシーバーアプリを使うのはどうか。イン
ターホンみたいなものを席に設置するのもいい。
５、「発熱外来」の対応がスムーズに⾏かない現状はおかしい
６、最近30代の基礎疾患なしのコロナ重症者が認められますが、喫煙歴はどうなのか。喫煙者はマスク
をしない。まずはコロナ重症化を防ぐためにタバコとの関連をもっと広報して。
７、飲⾷店の時短でなく、⼈数制限の徹底と、席数制限の時期。
８、⽇本医師会（⽇医）の中川俊男会⻑の政治資⾦パーティー出席は無責任。注意を促している⽇医が
これでは、⽇医（中川俊男会⻑）の⾔葉が信⽤できなくなる

９、今までやってきたことは、国⺠・企業に様々な⾃粛の要請とマスコミを利⽤した恐怖のあおりと同
調圧⼒によってただただ感染者数を抑え込もうとしてきたことだけ。(コロナ患者に対応している現場の
医療関係者もその犠牲者ともいえる)。いったいこの⼀年間、⽇本医師会をはじめ医療業界の各組織や組
織や厚⽣官僚は政府に対してどんな政策提⾔やら⽴法措置に対する提⾔などをしてきたのか？専⾨家会
議も専⾨家集団なら、⼀年前にこのようになることを予想できたはず。予想できなかったとすれば、医
師会などは存在価値がないことを⾃ら証明したようなもんだ。(感染者を少なくする取り組みと戦時の医
療提供体制の確⽴が⼤事)いまだに、国⺠と企業に我慢を強いているだけ。これでは、戦時の今、⼗分に
国⺠の命と財産を守ることは出来ない。 【提⾔】(具体化はお任せします)
 (1)次期のパンデミックに向けた医療提供体制の再構築のための政府(内閣？)直轄のプロジェクトチー
ム(形態はお任せ)の⽴ち上げ (2)メンバーには医師会などの医療関係者(ウイルス学者も)、賛同する与
野党、法律の専⾨家など(国を挙げての取り組み) (3)活動内容は、せめてイギリス並の感染者が出た場
合のあるべき医療体制の合意(戦時への医療体制への移⾏⼿順などを含む) (4)必要な⽴法案の策定、感
染症に対応する医師・看護師の養成などの⽅策⽴案、病院の対応病室の確保への財源などの確保に関す
ることなど
１０、この⼀年コロナ対策は何もしてないと同じでは。コロナワクチン・医療体制・命令に伴う充分な
⽀援等ほったらかし
１１、レストランや喫茶店などで、雑談するのは禁⽌にして
１２、（⼩さな⼦供を持つ⺟親）⼩中学校や幼稚園保育園の感染対策を緩和して頂けないか。⼦供たち
は⼀年もに及ぶ厳しい感染対策に疲弊している。会話が制限されて友⼈関係を作るのが難しかったり、
⾏事がなくなってがんばる意味を⾒失ったり。マスクで息苦しいと勉強にも集中できないし、成⻑途上

の体にはどう考えても悪影響。また表情を⾒ることは情緒的な成⻑に不可⽋。
１３、医師や看護師を集めるために⽇給10万円ですか！？その10万円て、もしかして我々が納税した税
⾦じゃないですよね？国⺠には1回きりの特別定額給付⾦で医師や看護師には払う。国のリーダーがしっ
かりていれば無償で医師や看護師は来てくれると思いますがね。
１４、「⽞⽶ご飯、納⾖、みそ汁」は最強の予防⾷。学校給⾷、危機的状況にある病院の院内⾷。その
他、各種⾷堂での提供。外⾷産業への奨励策など。いくらでも対策を打てる。
１５、疲れると体の免疫⼒が下がり、コロナウイルスに体が負ける可能性があるので疲れないように、
残業や早出出勤や休⽇出勤など不要不急の仕事は、規制して減らして
１６、ノーマスクを呼び掛ける悪意ある⼈達は、個⼈を特定して、医療やワクチンを受ける際には劣後
的に取り扱ったり公共サービスの利⽤を制限するなどのやり⽅を模索するべきです
１７、オリックス株式会社のダミー企業、ペーパー企業の株式会社別府杉乃井ホテルスタッフ達から、
コロナ感染者が出ているにも関わらず、申告、公表せずに隠して営業している
１８、専⾨家が「⿐うがい」「⿐消毒」「エレベータの中では⼝で呼吸」など注意せよ！ ただし「⾃
⼰責任でやれ」と⾔えば感染者は８割減ります
１９、政府の情報発信⽅法の改善を提⾔していくべきではないでしょうか。今問題となっているマスク
着⽤率の低下やいわゆる路上飲みの問題などは、正しい情報の伝達漏れも原因の⼀つ。マスクの有効性
や三密は三つそろわなくても危険ですというメッセージを毎⽇でも発信すべきだとさえ思っています。
何らかの有効策を政府に提⾔してもらいたい

コロ
ナ関
連

（56
）

スマホを使った経済活動を
⽌めない飲⾷店クラスター
対策、⼭梨グリーンゾーン
認証、⾃宅で医療を受けら
れず亡くなる問題、
Bluetoothトランシーバー
アプリ活⽤、「発熱外来」
の対応がスムーズに⾏かな
い現状、喫煙者とコロナ、
飲⾷店の扱い、⽇医中川会
⻑の政治資⾦パーティー出
席問題、次のパンデミック
に備えた医療提供体制の再
構築、何もしていない、レ
ストランでの雑談禁⽌、学
校の感染対策について、医
師・看護師を集める費⽤、
⽞⽶ご飯・納⾖・みそ汁は
最強の予防、不要不急の仕
事を⽌めて、ノーマスクな
どの悪意あるデマ流しへの
対応を、⿐洗浄、

20コロナ全般
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⼤分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

感染症法上の
扱い

PCR検査等・
保健所

2

国⺠⼀⼈⼀⼈に「抗原検査
キット」を、新型コロナワ
クチン希望者全員にPCR検
査を

１、緊急事態宣⾔の延⻑もいいが、イギリスの成功事例のように、国⺠⼀⼈⼀⼈に「抗原検査キット」
を10回分（週2回⾃分で検査する、結果は10分でわかる）（１回分が約2700円位）を無償で送って、現
在の感染者をあぶりだす。お店はその⽇抗原検査で陰性の⼈しか⼊れない。
２、新型コロナワクチン希望者全員にPCR検査を！ワクチンは治療薬ではなく、予防薬なので、既に陽
性の⼈は接種不要

マスク

個⼈への⽀援 1 総合⽀援追加を １、緊急事態宣⾔で⽣活が苦しい。2度⽬の総合⽀援再貸付を

事業者⽀援 2

コロナ禍における飲⾷業界
の突破⼝について、ガイド
ヘルパー

１、各飲⾷店にコロナの影響を受けている、いないに関わらず、最⼤限に感染防⽌対策を⾏って頂く。
現在まん延防⽌等重点措置が取られているが、「時短営業」をしたところで「営業」していることには
変わりない。これでは根本的な解決にはならない。⼤切なことは「営業中をどうするか？」その店舗が
「感染防⽌対策をどれだけ⾏っているか。
２、（障害者の⽅向けのガイドヘルパーのアルバイト）⼤阪以外の府県も休業要請とイベントの⾜並み
を揃えて欲しい。このままではガイドヘルパーの仕事無くなるので何かの⽅法で助けて欲しい。⾜並み
を揃えるか、仕事が無くなるのでお⾦などの⽀援とか給付がない限りはガイドヘルパーと、利⽤者さん
のメンタルがおかしくなる。

Go To ◯◯ 2

ＧＯＴＯイート⾷事券の使
⽤期限再延⻑について、

１、ＧＯＴＯイート⾷事券で緊急事態宣⾔による使⽤⾃粛により使いきれない事例が発⽣する。6/30以
降も延⻑するのかしないのかが分かれば消費者側で対応を判断できるが⽣殺しの状態は良くない。
２、GOTOはこんなことではいつまで経っても出来ないんで、GOTOの予算も国⺠や企業に使って

１、ワクチンを早く接種したい⼈が多いと予想されますが、順番があるため後回しになっている⼈も多
い。医療機関、介護施設、公的機関の職員例えば救急隊、消防隊、鉄道や空港職員。スーパーやコンビ
ニ店員。多⼈数の⼈と接する⽅々が早めにワクチンを受けるべき。それぞれの職場でシフトを考えて、
事前に近隣のすぐに駆けつけられる接種会場へ提出しておき、余剰が出たら架電して誰か来ていただく
のはいかが。
２、コロナ感染陽性者で無症状者や軽症者には陽性発覚時にいち早くワクチンの接種をした⽅がよい。
※モデルナ社のワクチンは冷凍保存が厳しくないのでホテル療養者には対応可能。
３、コロナによる産み控えも発⽣している以上、⼈⼝構成への悪影響や少⼦化など鑑み、妊婦も優先し
て欲しい。
４、（創設来の維新⽀持者）年寄りからではなく外出の多い若者（20〜50代）から接種すべき。短期間
で接種完了しないなら「効果の⾼いとこから実施する」という当たり前の議論がみえないのは何故？ま
た、守るべきは将来を担う若者。
５、⾼齢者への接種は各⾃治体が計画しているので⼤規模接種会場は効率的運⽤すべき。⼀律⾼齢者か
らではなく⼯夫してもよいのでは。
６、⾼齢者、有病者はワクチン接種の価値はあるし、既にかかりつけ医があるので、多くはそこで接種
出来ればする。やがて健常者が接種する時期になると、今の予診票システムでは必ず医師を介在させる
所で⽬詰まりする。だから、現在の書式ではなく、医師の署名を必要としない形で、⾃⼰責任の志願と
いう形で⼤規模接種を⾏う必要がある。

コロ
ナ関
連

（56
）

ワクチン接種の優先順位
と接種会場への連絡、無
症状者や軽症者への接
種、妊婦への接種優先、
20代〜50代から接種
を、⼤規模接種会場の効
率的運⽤、予診表システ
ムでは⽬詰まり起こす、
接種⼈員に獣医を、⾃宅
放置者にアビガンを、⾃
宅療養者に薬品処⽅を、
半年で死ぬワクチン接種
はやめて

17
治療薬ワクチ

ン
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⼤分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

LINEで、健常者の新型コロナ関連ワクチン接種のボタンを作り、健常者はそこで⾃⼰⼊⼒を⾏い、QR
コードを画⾯出⼒して接種会場でスマホ提⽰して係員がリーダーで読み取る。その場でワクチンのロッ
トシール台紙を出⼒して、本⼈確認の上で⼀回⽬の接種を医師の介在なしで終了。シールを貼付して本
⼈に返却。⼀回⽬の接種終了、副反応のLINE報告をして、⼆回⽬接種に進める。⼆回⽬は台紙持参で同
様にQRコード提⽰、本⼈確認の後に⼤規模接種。強い副反応、アナフィラキシーショックがあればLINE
報告で⾃⼰申告していただき、あれば2回⽬接種には進めないようにLINEで対処しておく必要がありま
す。接種後は台紙にシールを貼付して全完了。もちろん、医師の問診を希望する⼈は、近くの医院病院
で従来どおりの予診票で接種すれば良い。
７、市⻑や職員がワクチン打つのは当たり前のこと。なぜマスコミが攻撃しているのか疑問だ。そう
やって常識的に当たり前のことができなくなる。公務員には「ビクビクするな」と⾔いたい
８、接種の⼈員が⾜りないとのこと。接種のお医者さん、看護師さんに、獣医さんを加えてお願いした
ら。全国に獣医さんは約3万5千⼈いる。獣医さんは狂⽝病はじめ注射に慣れている。動く⼩動物に注射
する技量があります。整理するスタッフとしては、⼤学⽣にお願いしたら良い。
９、（北九州市の医師）注射できる⼈間がいない、もっと医師にもインセンティブを渡して注射できる
⼈たちを広げるべきと⾔ってるが、まず第⼀に注射してるのは医師ではなく看護師。医師の役⽬は問診
およびワクチン接種後の急変対応。急変対応に⻭科医師や薬剤師が対応できるかというとなかなか難し
いところがあると思われこの急変対応を⾏う職種を広げるのは実際的ではない。そこで問診を医師がし
ないと本当にいけないのか？という問題がある。問診なんてはっきり⾔って誰がしてもできる。コン
ピュータでも問題ない。問診するドクターの⼤半はワクチンに知識のない⼈達。提⾔1は簡易問診を認め
る。質問のない⼈は医師以外の職種での問診を認めるべき。そうすれば必要な医師の数は減る。提⾔

2は実際に注射する看護師の報酬を圧倒的に増やすこと。はっきり⾔いますが、問診してる医師より注射
する看護師の⽅が何倍もリスクの⾼いこと⾏っているのに報酬は1/3以下。これでは潜在ナースの活⽤も
できない。こんなことを⾔うと医師会から不満が出るでしょうが、問題してる医師でワクチンについて
⾒識が⾼い⼈は皆無。
１０、（嘱託臨床検査技師 69歳）⼀般的に⾔われているコメディカル職種、放射線技師、臨床検査技
師、臨床⼯学技⼠、それらの業務が理解されていない。多くの臨床検査技師は採⾎業務に携わってい
る。臨床⼯学技⼠も透析患者さんの⾎管に針を刺している。薬剤を注⼊する⾏為と変らない。コロナ渦
の中早くワクチン接種を進めたい。特例法案で臨床検査技師、臨床⼯学技⼠にワクチン接種ができるよ
うに提案を。コメディカルがワクチン接種が出来るようになれば看護師が患者さんに付き添える。
１１、世界的にワクチン接種が⾏き届いた国は安定してきた。宣⾔延⻑に加え、ワクチン接種のスピー
ドアップ、国産ワクチン開発のスピードアップ、オリパラの開催の有無(個⼈的には中⽌して、国内のコ
ロナ対策に専念すべきと思う)の決断、これを与党に協⼒して早くやらないと、さらに拡⼤する
１２、この⽇本社会で承認が降りないなどありえない。そんなに厚労省がこわいのか？厚労省と喧嘩で
きる政治家はいないのか
１３、⾃治体が対象者に郵送しているワクチン接種の案内に添付されているコミナティ筋注の⽂書に特
例承認の注意書きがない。これは厚労省が作成したものだが、特例承認の条件を無視したものであり、
重⼤な説明義務違反
１４、コロナワクチンは⽣物兵器
１５、コロナ患者の⼤部分が⾃宅放置者になっている。どうせ死ぬなら少しでも効果があるアビガンを
飲ませて。外国へ無償提供してるのに、⽇本国⺠へ処⽅しないのは理解できない。⾮常事態なんだか

ら、早く承認して命を少しでも救って。
１６、宿泊、⾃宅療養者で希望するものにイベルメクチン、アビガン、カモスタットなど現在、コロナ
感染症特効薬として有⼒な薬品の処⽅を⾏っていただきたい。上記要望については、報道でも現状への
疑義が多く提⽰されていることご承知のことと存じます。ちなみに実際の医療現場(銀座東京クリニッ
ク、⿅児島⼤学病院、宇都宮病院、宝塚市⽴病院、苫⼩牧市⽴病院、福岡記念病院など)ではすでにその
必要性と効果の⼿応えを感じて⾏政の⼿当を待ちきれずその処⽅がなされている。しかし、これら薬品
の承認は据え置きで、ほとんど⼈体実験ともいえる外資⼤⼿製薬メーカー製のワクチンの積極導⼊にの
み依存している状況に疑義を呈する専⾨家が⼤勢いることもご承知かと存じます。この状況の理不尽に
市⺠も常⽇頃から辟易している。今、有効な可能性が放棄され、医療者は、やれることもやれず、市⺠
はやっていただけず、ただ対症療法のみの宿泊療養、⾃宅療養では、市⺠の不安、不満の増⻑もさるこ
とながら、対象者は、重症化や死を無念のうちに漫然と迎えるのみで、結果、医療現場の逼迫も⾃ずか
ら必定。
１７、ロシア国営放送で「コロナと⼈⼝削減」の陰謀を公開した

予算・補正予
算

コロ
ナ関
連

（56
）

ワクチン接種の優先順位
と接種会場への連絡、無
症状者や軽症者への接
種、妊婦への接種優先、
20代〜50代から接種
を、⼤規模接種会場の効
率的運⽤、予診表システ
ムでは⽬詰まり起こす、
接種⼈員に獣医を、⾃宅
放置者にアビガンを、⾃
宅療養者に薬品処⽅を、
半年で死ぬワクチン接種
はやめて

17
治療薬ワクチ

ン
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⼤分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

⼊国制限緩和 4

⽔際対策、⽔際対策強化
を、位置情報報告、成⽥
空港の⽔際対策、

１、今の政府の⼊国管理は「ザル」。インド変異ウイルスはインド⼈が頻繁に交易するスリランカや
バーレーン、モルジブ等のインド洋周辺国に拡散している。インド変異ウイルスはすでに国内に侵⼊し
ていると認識して対策を取るとともにこれ以上の流⼊を防ぐ⼿段を⾏うべき。
２、⽔際対策強化はなぜ無理なのか？中途半端な6⽇待機に疑問。緊急事態宣⾔で押さえても⽔際対策が
ぬるく再拡⼤してる。マスコミももっとそこを報道・分析するべき
３、政府が新型コロナウイルス対策として外国からの⼊国者に求めている位置情報の報告などをめぐ
り、指⽰に従わない⼈が1⽇最⼤約300⼈に上ることが厚⽣労働省への取材でわかった。位置情報を送信
しなかったり、待機場所の⾃宅などから離れたりする例が⽬⽴つ。→なぜ、多くの国で出来ている2週間
隔離の義務化が出来ないのか？疑問に思う。今回の変異株も⽔際の失敗。今からでも対応すべき。また
費⽤も無料はおかしい。
４、（派遣でアプリの使い⽅説明ブースに⼊った⼈員）成⽥空港の空港検疫について調査をしてほし
い。厚労省委託業務だが、問題はアプリの使い⽅やスマホの有料レンタル説明のオペレーションを⾏う
⼈員の外国⼈⽐率が⾼すぎる。特に私の勤務している（いた）アプリは、６割から８割程度が外国⼈⼜
は帰化した？中国⼈。現場は疑問に思わないのかと思いますが、現在の成⽥の⼊国状況からは、中国便
が体感では半分以上を占めていまして、ほとんどが中国⼈の場合チェック機能は働きません。次に、中
国⼈は中国語を教えないのに、全て中国語でやってしまうので、何をやっているのかもわかりません。
中国⼈のスーパーバイザーに従うが、早く乗客を回せと⾔うことで厚労省の作ったマニュアルが本当に
理解されているかも不明。こういう疑問はぼそぼそと現場で⾔ったが、勤務前の誓約に暴⾔を吐くなと
いうのがあり、状況に反対の意⾒はすべて暴⾔ととられる傾向がある。

特定業種

特措法・感染
症法

パチンコ店、⼤型商業施設
に対して全館休業要請はお
かしい、ロックダウンを、
緊急事態宣⾔延⻑に際して
の菅総理発⾔に幻滅、周辺
地域とも⾜並み揃えよ、緊
急事態宣⾔は即刻撤回すべ
き・効果ない、⼈流変える
なら⼟⽇祝に&⽣活必需品
を明確に、緊急事態宣⾔・
まん延防⽌等重点措置がも
うすでに緊急事態宣⾔・ま
ん延防⽌等重点措置ではな
くなっている

１、緊急事態宣⾔や蔓延防⽌措置でも飲⾷店や⼤型施設が対象になっているが、パチンコ店（兵庫、⼤
阪、京都）では、休⽇は席の間隔もなく全台満員御礼な状態。⾵営法などで、席の間隔などを規定して
今後の感染対策への予防線をひくなどはいかが
２、緊急事態宣⾔で⼈流を抑えようとして1000?以上の商業施設も規制の対象になっている。百貨店を
含めショッピングモール内で何処が⼈出が多いか？それは、⾷料品売り場。百貨店等の⼤型商業施設に
対して全館休業要請は少し違う。ショッピングモールに出店しているブランド販売店もモール全体が閉
館だから販売店も休業。でもブランドメーカーで路⾯店（単族で営業してお店）は、規制対象外。これ
も可笑しい話し。ブランド店で働いている⼈は若い⼈が多い。そんな若い⼈に⻑期間休めと⾔うのはど
うか？商業施設で蜜になり易い所を、閉鎖、もしくは監視員を置いて⼈流を調整して、お店を開けた⽅
が良いのでは。
３、１２⽇から再発動する緊急事態と蔓延防⽌宣⾔を今度こそより強いロックダウン様の宣⾔にすべき
４、緊急事態宣⾔延⻑に際しての菅総理発⾔に幻滅。⼈流減っても感染拡⼤しているのに延⻑して何を
変えるのか、何も変わらない。それで何が変わるでしょう。本当に感染拡⼤を押さえられるなら憲法違
反になってもロックダウンすることも真剣に国⺠に訴えれば理解されると思います。どうして誰も汚れ
役しないの。
５、甲⼦園などの球場は無観客じゃなくて、京セラだけ無観客はおかしな話。兵庫、京都以外にも、和
歌⼭奈良滋賀三重⿃取岡⼭徳島福井岐⾩などの関⻄広域を含む周りの県も⼤阪にイベントと休業要請と
酒の提供の⾜並みを揃えるか、⼤阪が兵庫、京都、周りの県にイベントと休業要請と酒の提供の⾜並み
を揃えて欲しい。

、 ６、緊急事態宣⾔は即刻撤回すべき。なぜなら宣⾔発出後、感染数増加はあい変わらず、宣⾔の効果が
ないことがはっきりしている。また⾃殺者が増加していることは深刻な問題。
７、⼈の流れを抑えるのなら今後は週末を中⼼に⼟⽇祝⽇にやるべき。⽣活必需品を明確にしない政府
がいけない。
８、「政府の無策、いい加減にしろ！」と⾔いたい。緊急事態宣⾔・まん延防⽌等重点措置がもうすで
に緊急事態宣⾔・まん延防⽌等重点措置ではなくなっているではないか。これは従わない住⺠がいるか
らで、我々⾏政は悪くない。むしろよくやっているなどと思うではない。緊急事態宣⾔・まん延防⽌等
重点措置は延⻑延⻑では意味がない。短期間で、かっちりやるべき。そして、それに対しては全居住
者、全所在企業に補助⾦を出し、「今をみんなで乗り越えよう」ということを本気で訴えるべき。

8
緊急事態宣
⾔・まん延防
⽌

コロ
ナ関
連

（56
）
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⼤分類 分類 件数 寄せられたテーマ 内容

１、中国を慕っている公明党は連⽴資格なし
２、⼆階派はやっていることに問題が多過ぎ。JALには、⽴て直しで税⾦が⼊っていますので、その税⾦
が回り回って⼆階派関係に流れているのか
３、官邸が殺⼈してる
４、与党(或いは⽇本⾃体か)や官僚の指導⼒(リーダーシップ)の無さは致命的かつ悲劇的。最低限、政権
交代は必須。
５、今般参議院議員広島再選挙の結果は、積年の広島政治⼟壌をきれいにする序章であることを願って
いる
６、結局は欧⽶のほうが早くすべてが復活するといういつものパターンだ。野党とマスコミはこうして
いつも⾜を引っ張る国⺠の敵にしか過ぎない。
７、⽇本共産党は残忍な団体
８、だらしない弱腰の⽇本。かわいそうなのはもろにその意を汲み取り何もできない現場の者たち
９、英語を使うな。野蛮欧⽶ガイジンに厳しくしろ。⽢やかすな。保守官僚や政治家は居無いのか
１０、野党与党限らず地⽅の国会議員や⽇の丸に近い国会議員や若⼿⾃⺠党国会議員 危機感も現状把握
も出来ない。予算も使わず⾝の無い⼝だけ。
１１、こんな時だからこそ、戦わせている政策は違うにしろ、とにかくコロナ終息のために挙党態勢で
臨んでほしい。コロナが終息したら国会で反省会をやればいい。
１２、もう政治家に弁護⼠は要らない。頭の硬い弁護⼠よりも、⽇本の将来、⽅向性を指⽰出来る⼈間
が今後は政治家に成って貰いたい
１３、他⼈の批判だけで飯を⾷う野党。本当に国⺠のことなぞついぞ考えたことがない

１４、安倍の後継の管は悪ずれして華もない
１５、緊急事態と⾔うのなら、全国のバッヂをつけてる全ての議員はコロナ接種会場の受付や電話応対
要員としてお⼿伝いをされては。国会議員が率先して全国の⾃治体で議員バッヂをつけてる先⽣⽅に上
記の号令をかける。これくらいの仕事して。今の状況では、⾃分達は特権階級だという姿しか⾒えな
い。
１６、現状の議員は、国⺠を犠牲にしても⾃分を守るのに⼒を注ぐ。余りにも情けない姿。
１７、昨夜の総理の会⾒観ましたが「国⺠の声に⽿を傾ける」どころか、全く真逆。「安⼼安全」とか
「勇気や希望を与える」とか精神論は要らない
１８、これから世界は未曽有の停滞状態が来る。⾃⺠党政府はそれがわかっているから何とか少しでも
経済を回していこうと躍起になっている。それが本当の理由だ。真実を⾔えないから批判されている
が、野党もその覚悟はすべきだ
１９、コロナワクチンも菅⾸相があまりにも遅すぎる。遅れを把握していないのは無責任である。封建
社会の現れ、上に⾔いにくいなどといった差別社会があるのが今の⽇本の現状だ。しっかりと、⾸相が
把握しないといけない
２０、菅総理が解散をする時期は、ワクチン接種が進みコロナ感染状況が落ち着き出したタイミング
で、ワクチン接種の功績、冷え込んだ経済対策を武器に戦うのでは無いか。私は野党に頑張って貰いた
い。その為のプラカードとして国会進化論を提案。今のままでの国会運営を変化させ、沢⼭の期待でき
る⼈材が国を引っ張り国⺠を引っ張れる希望、未来ある姿に進化させて欲しい。

合計 272

総計 11594 （2019.1.22〜）

その
他

(20)

公明党は連⽴資格なし、⼆
階派批判、官邸批判、政権
交代必須、広島参議院選、
野党批判、上に⽴つ者にど
れだけ戦う本気さがあるの
か、議員批判、緊急事態宣
⾔・まん延防⽌等重点措置
延⻑について、政治家に弁
護⼠不要、国会議員が率先
して、精神論不要、菅⾸相
批判、国会進化論

20政府与野党


