
新型コロナウイルス感染症に関する

緊急県民アンケート調査（2次報告）

新型コロナウイルス感染症に関する緊急県民アンケートを昨年12月18日より

実施したところ、今年1月末までに191人の方から回答を寄せていただきました。

ご協力ありがとうございました。

アンケートは引き続き行いますが、これまでの結果について第2次報告としてま

とめました。皆さんから寄せられました貴重なご意見やご要望等につきましても、

国会や県議会の活動や今後の新型コロナ対策に生かして参ります。

日本共産党埼玉県委員会
新型コロナウイルス感染症対策本部

2021年2月2日
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護サービスの縮小

ＰＣＲ検査が受けられない

外出時・通勤時の感染防止対策

医療機関にかかることに不安

自分や家族の健康不安

医療や健康面で現在お困りのことはQ１
（複数回答）

回答者 103人

◆7割以上の方が自分

や家族の健康に不安を

感じています

◆感染への不安から医

療機関にかかることや

外出、通勤に不安を感じ

ている人も5割近くに



 義母が特養にいるが、本来提供しているサービスが

100%は受けられない、スタッフの過労が心配等。義母自

身も特養から（庭の散歩以外）出られずストレスがたまっ

ている。（５０代・女性）

 抗がん剤治療をしている家族がおり、感染が心配。（５０

代・男性）

 自分の両親を含め近所のお年寄りたちが感染不安から

行動が制限され、この半年ほどで目に見えて体力、気力

が衰えてきていて心配しています。（５０代・女性）

 PCR検査をせめて５０００円以内で受けられるようにして

ほしい。病院に行くことそのものが心配。市販の薬で済

ませている。こどもが３人とも東京で働いているので健

康が心配。（６０代・女性）

 自宅療養者・入院調整中の方は日々増えるばかりで、家

庭内感染が心配です。また、医療現場が逼迫する中で、

万が一急病や事故に遭った場合に必要な医療を受けら

れるのかとても不安に感じています。

 ゲイ当事者で同棲していますが、もしどちらか感染した

場合に、濃厚接触者になり、2人で暮らしていることが職

場、周りに知られてしまうことが何より怖いです（３０代・

男性）

 病院まで交通機関を使って行ってます。子供は発達障害

なので、感染したら。一人で入院出来ません。お金も掛

かるので心配です（５０代・女性）

 子どもが先天性疾患のため、小児医療センターで定期

検診を受けているが、感染防止対策のため場合によっ

ては検診を受けられない。命に関わることなので不安。

（３０代・女性）

寄せられた声からー医療や介護のことで不安①



 64歳で、高血圧、脳梗塞の気があり、心疾患も

患っている父が、満員電車に揺られて都内に出社

を強いられているのが不安で仕方ない。父の会

社からは既に感染者が出ているのに、出社の命

令は続けられている。父が感染したら重症化する

のは目に見えている。個人ではどうすればいい

のかわからない。（３０代・女性）

 熱が上がったり下がったりの状況で熱が下がった

時に自費でPCR検査を受けようと受診したが、待

ち時間中に体調が悪化して待ち時間に耐えきれ

ず、帰宅した。その後、自費で郵送の検査キットを

取り寄せた。（３０代・女性）

 不安なこととして①発熱時対応、早急で十分な

医療がうけられるか？②①の前に基礎疾患があ

る。③年金が少ないうえ減額、一人暮らし、蓄え

が少なく急激に目減り。医者通いを考えてしまう。

（７０代・女性）

 医療機関にかかることへの不安、ではなく、 医療

機関に かかることができない不安、です 。検査

の結果 陽性とわかっても 適切な医療機関に入

院できず自宅待機を強いられる という現実に起

きている 不安です。（６０代・男性）

 勤務先の障害者施設でのクラスター発生が心配。

無症状でも職員、利用者のPCR検査をしてほしい。

（５０代・男性）

 妻が高齢者福祉施設職員で、日々感染を恐れて

働いています。自分と家族のためばかりでなく利

用者への被害、また施設運営、ひいては所得減少

などなど複合的な焦燥感なのです。政治はこう

した国民の苦しみに手をさしのべる政策を一刻も

早く実行してください。（７０代・男性）

寄せられた声からー医療や介護のことで不安②



仕事（営業）や雇用で現在お困りのことはQ２
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売上げ減少で資金繰りが大変

税金や社会保険料、公共料金の納

付が心配

仕事が減って，収入も減少

（複数回答）

回答者 77人

◆仕事が減って収入が

減少という方が約4割

◆税金や社会保険料、

公共料金の納付にお困

りの方も3割以上に



寄せられた声からー仕事や雇用への不安

 派遣切りに遭い次の仕事をさがしているが、おそらくは

年齢ゆえにまったく反応がないか、即日で「不採用メー

ル」が届く。つくづく企業や社会の非情さを感じずには

いられない。

 身体障害者のためハローワークに行きたいが、元々ひ

とりでの移動、外出困難なのにコロナ禍ということもあ

り家族の付き添いをお願いすること、ハローワークの求

人も少なくなり…市の就労支援も頼れない。（３０代・女

性）

 3密が揃ってるのに、例年通りお客さんが沢山来る。感

染対策はしていますが、近距離で髪を切ったり洗ったり

するので、正直とても怖いです。実際に、クラスターが

発生している美容室もあります。密を避けることは不可

能です。

 パート勤務。家族の発熱まで報告、検温、手消毒、接近を

しない、など職場がピリピリしていて、同僚や上司とも、

まともに話ができない。職場環境が最悪。（６０代・女性）

 現在育休中で4月から仕事復帰予定だが、復帰後の仕

事や働き方がコロナ前から大きく変わってしまい、不安

がある。会社の経営も限界ではないかと不安。（３０代・

女性）

 病院で働いていますが非正規なので収入面が心配（５

０代・男性）

 緊急事態宣言等関係なく在宅勤務も無く出勤日数が増

えたにも関わらず給料が減りボーナスも減りコロナの

影響で出勤が増えた事に対する手当等も全く無く困っ

てる。（３０代・男性）

 主人は営業主であります。後期高齢者になりましたが、

５回納入する介護保険料１期分36,200円を払いました

が、次が続きません。（７０代・女性）

 短期入所受入を中止し、減収になっている。（５０代・男

性）



教育や子どものことでお困りのことはQ３
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（複数回答）

回答者 85人

◆学校や保育所での感

染に不安を感じている

が5割以上

◆運動やスポーツの機

会が減少していること

や子どもの学力の低

下、授業の遅れなどを

心配する人も3割から4

割に



寄せられた声からー教育・子育てへの不安①

 塾などの対面式の授業を受けたいが感染の不安

があり受けられない。（１０代・男性）

 全国的に学校で感染者が出てもマスク着用してい

れば濃厚接触者扱いにならない→PCR検査は行わ

ない→結果、学校でクラスターが発生してしまうと

いう事例が後を絶たず不安に感じています。何の

進展もない現状ではやはり子供たちを取り巻く環

境に不安しかありません。

 学費の足しにと子どもがアルバイトをしていたが

首を切られ、こちらも収入が減り、たいへんです。

（５０代・男性）

 一生懸命に頑張って部活をやっていても、試合な

どが中止になると何のために頑張ってきたのかわ

からないと子ども達の気持ちが不安定になるのが

心配。感染拡大を防ぐことは必要な事ですが、子

どもが頑張れる場所をこれ以上無くさないでほし

い。頑張ってもしょうがない…って気持ちが大きく

なると子どもが成長していく上でとても影響が出

ると思う。（５０代・女性）

 高校教員です。すでに勤務先の学校の生徒や教員

が何名も感染しています（時期はバラバラ）。理由

は様々です。これでも学校は安全なのでしょうか。

私自身Ⅱ型糖尿病を抱える「高リスク者」で、毎日

不安で仕方ありません。（４０代・男性）

 学びを止めないという大義名分のもと、学校に人

を集めていますが、行かせるのが非常に不安で

す。変異種が出てきたり、家庭内感染が怖いので、

分散登校などでリスクを極力下げるということを

やって欲しいです。



 子どもに喘息があり家族にも持病がありますの

で死亡、重症化リスクが高い家族です。子どもの

通っている学校は緊急事態宣言が出るまで全く

対策がなく普通の生活をしていました、昼食も

飛沫飛ばし巻くりで放置です。今回も通知が来ま

したが目新し事がなくガッカリしました。これほ

ど感染力が高い感染症を学校の先生に対策を求

めても無理だと思います。何かあっても責任を

とって貰える人はいませんから早急にオンライン

や自主休学を認めて貰いたいです。（２０代・女

性）

 学校の対応に不安あり。感染者が出ても休校し

ない、同じクラスや接触があっても濃厚接触者と

判断されずにPCRも無しなど(蓮田は休校してく

れるのでまだ安心。このまま継続してほしい)。

（３０代・女性）

 学校へ行かせることに不安がないわけではない

のですが、3ヶ月の自粛期間を経て、学校生活が

どれだけ大切な事か分かっただけあり、葛藤して

います。（３０代・女性）

 小学校では、コロナで授業数が減ったが、カリ

キュラムの練り直しが行われていない為、そもそ

も不要な行事などをやめられない、重要な国語

算数などの授業が充分に行われない、などの状

況にある。長期的な悪影響があるのではないか

と思う。（４０代・女性）

 ・シングルマザーに家庭教育学習と言われても、

家にほぼいない状態で子どもの学習までは見切

れない。（４０代・女性）

寄せられた声からー教育・子育てへの不安②



新型コロナ対策で一番やってほしいことはQ４
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（複数回答）

回答者 159人

◆医療体制の強化・医

療機関への減収補てん

を求める声が8割近くに

◆生活困窮者に対する

支援も7割に達していま

す

◆PCR検査の拡充や税

金の減免・納税猶予を求

める声も半数以上にの

ぼっています



寄せられた声からー政治に求めること ①

 早く２回目の給付金が生活に必要です。（３０代・女

性）

 世の中を知らない人達が政治をしても国民の生活

は良くなりません。

きちんと国民を見てしっかりとしたリーダーシップ

を取れる人に引っ張っていって欲しい。利権政治も

やめてほしい。今の政権では協力したいと思えな

い。（３０代・女性）

 10兆円もの予備費を持っているのに、どこに使わ

れているのか。困っているところや医療機関にこ

そ使うべきなのに、色々転用されていると聞く。税

金をきちんと使ってほしい。（６０代・男性）

 SDGsの３aタバコ規制の強化を迅速に進めてほし

い。喫煙が感染拡大・重症化のリスクになることの

データは揃っている。喫煙者のみならず全ての人

を危険に曝すタバコ(喫煙)の規制を強化すべき。

（５０代・女性）

 PCR検査を定期的に受けれるようにして、陽性の

場合は療養・医療を受けれるようにしていただき

たい。（６０代・男性）

 今現状困ってる程ではないが先々が不安。国の判

断に納得できない。国のトップが数日前と言った事

が違うのに振り回されて何を信じたら良いかわか

らない。決断が何もかも遅すぎる。（４０代・女性）

 ①大企業に臨時増税を課してほしい。本当は臨時

ではないのだけど、とりあえずでも。②学校・保育

所・医療（公立病院）の統合をやめ、施設・人員を増

やす。もどす。（７０代・女性）



寄せられた声からー政治に求めること ②

 学校での給食は40人での会食です。なぜ継続

していいのかわからない。（５０代・女性）

 政府のコロナ対策のいい加減さに腹が立つ。す

べて手遅れ、信念もない。国民を守るといいな

がら、自分の保身（総理大臣）ばかり。なぜ国民

はその無能さがわからないのか。是非とも共産

党が今の政府を糾弾してほしい。（８０代・男性）

 消費税を少なくとも5%に戻す事を実現してほし

い。（７０代・男性）

 外食もできないので、三食自宅で作り食べてい

る。水光熱費等の支出も増えているので、消費

税の減税、できれば廃止をして欲しい。そして、

一律の給付金を再び支給して欲しい。（６０代・女

性）

 障害者施設での検査拡充（50代・男性）

 無能な政府のせいで、先行きが不安しかない。

（50代・男性）

 国が国民のために働かない。使えない布マスク

や謎の事務手数料に税金を無駄遣いし、Gotoな

どで感染を拡大させている。（３０代・女性）

 今一番に擦ることは経済対策よりも医療機関の

体制を整える事です。早く動きを止めて、ロックダ

ウンして欲しいです。（５０代・女性）


