ご意見・ご感想
年代

地域 所得形態

業種

35歳未満

敦賀 給与所得

エネルギー

35歳未満

福井 給与所得

サービス業

35歳未満

敦賀 給与所得

サービス業

35歳未満

福井 給与所得

サービス業

35歳未満

福井 給与所得

サービス業

35歳未満

小浜 給与所得

サービス業

35歳未満

福井 給与所得

サービス業

35歳未満

丹南 給与所得

医療、福祉

35歳未満

丹南 給与所得

医療、福祉

35歳未満

福井 給与所得

医療、福祉

35歳未満

丹南 給与所得

医療、福祉

35歳未満

敦賀 給与所得

医療、福祉

35歳未満

福井 給与所得

運輸・郵便業

35歳未満

敦賀 給与所得

運輸・郵便業

35歳未満

丹南 給与所得

卸売・小売業

35歳未満

福井 給与所得

卸売・小売業

35歳未満

坂井 給与所得

卸売・小売業

35歳未満

丹南 給与所得

金融

35歳未満

奥越 給与所得

建設業

35歳未満

奥越 給与所得

製造業

記述
1月からの連日報道に嫌気が差していた。未知のウィルスに対しての水
際対策が非常に遅かった。得体の知れないものに対して何故こうも警戒
がなかったのかが不思議でならない。
この機会に、9月入学を本格的に進めるべき。今年受験の子はかわいそ
う。赤ちゃん用フェイスシールドの配布を希望します。
コロナになったらまるで犯罪者みたいに個人情報がSNSで流れるのがと
ても怖い。充分にコロナ対策はしているつもりだが、もしなったら、家族
の仕事も影響すると思うと、病気への恐怖とは別に怖いと感じるものが
ある。
特別給付金の手当はとても助かりました。10万円もいただけたので生活
の足しには少しなりました。ありがとうございます。ただ、小中高は休み
だったので、食事3食分を毎日考えたり、どうしたら少しでも安く美味しく
たべてもらうか考えるのは苦労しました。福井市の給付金(児童手当1万
円）はちょっと他の市より少ないのでは、と疑問に思いました。
人によっての意識差を感じます。「程よいニュース」は難しいですが、自
覚を持った行動を世の中の人がとってくれるような報道を期待したいで
す。
福井県知事さんのおかげと、各市町村の頑張りにより、すばらしい取り
組みがたくさん見られた。そのため、感染者が多く出た時期も比較的穏
やかに過ごせたように思えます。夫は仕事が増え大変そうでしたが、反
対に仕事ができなくなった私が家にいることによって不思議とバランスが
取れました。自粛はしたものの、完全に休園にならなかった保育園にも
感謝しています。
私は子どもたちと関わる仕事です。子どもたちは色々な制限の中で生活
（学校再開後の生活も含む）しています。楽しみにしていた行事がなく
なったり、大会がなくなったり・・・。それなのに大人が私欲を制限してい
ないと強く感じます。もっと子どもたちに優しい対応をしてあげてほしいで
す。
アベノマスクの対応は遅いように思う。自治体からの各家庭への支援に
地域差があると感じた。今すぐ現金がほしいところだが、実際手元に届く
のが遅いと思う。
行政へ。給付が遅すぎる。ドイツを見習ってほしい。 マスコミへ。毎日コ
ロナのニュースばかり。他のニュースも見たい。アナウンサーもみんなリ
モートにすれば切迫感がもっと出たのでは？と思う。
地域によって対応が変ったと思う。出来る人とそうでない人がわかったと
思う。マスコミは、不安をあおるような報道が多かったと思う。正確なこと
を伝えてほしい。コロナだけでなく、普段もそう感じる。
福井県の対応はよかったのかもしれない。（実際に人口１０万人あたり
ワースト２位から第１波を収束させられたので）鯖江市の妊婦に対する
支援にも感謝している。（マスク・アルコール配布）一方で、ワイドショー
は見ないようにしている。不確かな情報、偏った意見が多いように思うた
め。情報を得るためにNHKはよく見ている。（正しい判断かは不明）とに
かく早く収束してほしい。特に今は妊娠中のため、そう思う。
マスコミの報道の仕方が、不安を煽るようなものや、自粛していない人
ばかりを報道しているように思う。マスコミのあり方を考えてほしい。そも
そも、コロナの影響が私にとってマイナス面があまりなかった。
次亜塩素酸水の効果について、さまざまな報道や使用例があるので事
実を教えてほしい。
福井県が各世帯にマスクを配布してくれたのは助かりました。
アベノマスクの到着がおそすぎる。育児休暇申請中、無収入の期間が
発生したためその時の支援があってもよかった。
孤立している人、もっとたくさんいると思います。もっと増えると思いま
す。だから何って対応策はないとは思うけど、報道されていない、見えて
いないところで辛い思いをしている人もいるだろうなと感じます。
マスコミの、不安をあおるような報道は規制してほしい。（トイレットペー
パーがなくなったときなど）。 医療従事者への支援をもっとしてほしい
医療従事者の精神面、経済面を支援してあげてほしい。自分達の命や
自由な時間を国民のために使ってくれているので感謝しかない。第２波
に向けて気を引き締めたい。
９月入学にするといいと思う。補償をしっかりしてほしいです。
テレビで、ステイホームといっていたのに、『店に客が来ない』『売り上げ
が少ない』など、ステイホームなのか買いに行った方がよいのか、対応
がばらばらでわけが分からない。 1つ前の「Ｆｕ」(情報誌）も、ステイホー
ム中なのにカフェの特集をしていて、何がしたいのか分からない。
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記述
もっと保育の現場に目を向けてほしい。保育園を「サービス業｣とし、協
力を求めていますが、保育士の命は何も保障されておらず、医療関係
者についてのニュースは流れても、保育の場についてのニュースはなか
なか見ない。アルコール、マスク不足の中子どもを預かり、保護者に出
来るだけ家庭保育を求めてもクレームを入れられる。それでもコロナが
出れば責められるのは保育士で、熱があっても連れてくる保護者ではな
い。保育園でクラスター、死亡者が出ればマスコミが騒ぎ、政府が動くの
では遅い。

35歳未満

丹南 給与所得

製造業

35歳未満

丹南 給与所得

製造業

35歳未満

福井 無回答

35～45歳未満 福井 自営業

医療、福祉

35～45歳未満 丹南 自営業

製造業

35～45歳未満 小浜 給与所得

私は0歳児を育児中(育休中）なので、経済状況では大きな影響を受ける
ことはなかった。感染防止のために外出を控えたので、宅配サービスの
利用は増えた。
子どもたちは本当にかわいそうだったと思います。コロナ後も、詰め込み
勉強や楽しい予定の中止など、一生忘れられないと思う。それなのに大
人が出歩き、感染を広げ、もっと年長者としての自覚を持って行動して
ほしいです。世の中が、子どもたちに合わせるよう強要するのではなく、
世の中が子どもたちに寄り添うべきだと考えます。大人は自分で考え、
自由に行動できるのですから・・・
子どもは重症化しないことがわかっている。過剰な予防は心が疲れる。
子どもたちは休校せずできるだけ不通の生活をさせてあげたい。老人の
方が自粛していなかったと思う。レジのカバー、フェイスガード、真夏のマ
スク。本当に必要だろうか？ワイドショーや変なコメンテーターを信用せ
ず、本当の専門家の意見を聞き、正しく恐れることが大事だと思う。
コロナに罹りたくて罹った人は誰もいない。一人一人が責任を持って行
動し、罹った人に対して被害を与えることのないような社会であることを
願っている。
0

35～45歳未満 丹南 給与所得

サービス業

35～45歳未満 福井 給与所得

サービス業

35～45歳未満 敦賀 給与所得

サービス業

35～45歳未満 小浜 給与所得

その他

35～45歳未満 小浜 給与所得

医療、福祉

緊急事態だからこそ対応の早い遅いが目立つ。大変なときにしっかり対
応できるのが本当のリーダーだと思う。
田舎のよさを確認した。東京は大変だなあと感じた。
知事の対応OK。厚生省、役所、政治家、癒着多すぎ。吉村知事対応す
ばらしい。行政の対応遅すぎ。マスコミあおりすぎ。
日本のコロナウィルス感染は減少してきて、緊急事態宣言は解除されま
したが、医療従事者の声をもっと取り上げて一人一人が危機感を持って
生活してほしい。
不安を煽るような記事、ネットニュースが多く、正確な情報を求めるには
どうしたらよいのか？というのを考えるよい機会となった。
TVのコメンテーターの方々、医療を知らない方の意見に惑わされる方は
たくさんおられます。「PCR検査をもっと」等、現場を知っていますか？検
査1つにしろ、スタッフの労力、精神力・・・ 安易な発言はやめてほし
い！！感染リスクと戦っている現場。そこをとやかく言うより、大人の行
動をもっと考えるようコメントしてほしい。（家族にも肩身の狭い思いをさ
せ、申し訳なかった。看護師としての使命感で働いていましたが・・・。第
２波、働けるか不安です。

医療、福祉

医療関係(コロナ受け入れしている）だけでなく、通常一般的な医療機
関、介護施設も感染しないよう、持ち込まないように、ものすごく気を張っ
ています。保育園等も同様、そのようなところで働いている人達への支
援がほしいです。持ち込まないための行動制限は厳しく、ストレスがたま
り大変でした。

医療、福祉

コロナウィルス感染拡大にて、乳児（０歳）を含め小学生２人の計３人の
子を日中ひとりで見ており、ストレスを抱え、体調を崩してしまうこともあ
りました。が、毎日テレビで流れている、失業された方、経営不振による
倒産、またこのような状態の中でも働いてがんばってくれている人たち
のことを思うと、本当に皆が一丸となり、この先も拡大しないようにひとり
ひとりが気をつけていかなければと思います！！ 生協さんの宅配の方
も懸命にはたらき、また優しく声かけしてくれ、とても週一でも励みになり
ました。ありがとうございます。

35～45歳未満 坂井 給与所得

医療、福祉

政府に対し、対応が遅いなどの意見・たたきあい・つぶしあいに心を痛
めています。選挙という形で選んだトップの対策に対して、守ることが私
たちに出来ることだと思います。罵り合いではなく、みんなが一つになっ
て見えないものと闘うときだと考えています。

35～45歳未満 福井 給与所得

医療、福祉

福井特有の情報がこちらから調べないとなかなか手に入らなかった。情
報提供のあり方を再考してほしい。

35～45歳未満 福井 給与所得

35～45歳未満 福井 給与所得
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35～45歳未満 敦賀 給与所得

運輸・郵便業

35～45歳未満 福井 給与所得

運輸・郵便業

記述
９月入学について。①３ヶ月の教育の遅れをどう取り戻すか、②今後も
同様なことがおこった時にどうするのか、③９月入学 の順で議論すべ
き。
デマの情報をSNS拡散など、関係なくても見ていて辛かった。マスクにつ
いては、必要な時似なく、不安になって転売で買った。(メルカリ30枚
5000円）困っている時ほどお互い様の気持ちを忘れてはいけないと思っ
た。
ＴＶなどでは都市部の報道ばかりなので、地方までもが大変な状況にあ
るかのような不安をあおられている気になった。福井県は、わりと早期
の対応ができていたように思うが、氏によって支援などの対応の差が
会ったのが残念。
ウィルスの恐ろしさなどは報道で見聞きしたけれど、もっと有力な情報も
あったのではないか、と思うことが多かった。(守れない人の批判とかが
多かった）同じくして、自粛しようとせず以前と変らない行動をする人に
対し、ストレスを感じる事がとても多かった。

35～45歳未満 丹南 給与所得

卸売・小売業

35～45歳未満 奥越 給与所得

卸売・小売業

35～45歳未満 福井 給与所得

緊急事態が起きたときのことを、日頃から対策・仕組みづくりをしてほし
い。地震や災害にかんしても。不安になるから買占めがおきるし、本当
に必要としている人が困る。身内の障がい者が通院など困っていた。県
外の1人暮しの祖母に会えず、日々心配だった。確かな情報がほしい。
対策も、トイレジェットタオル中止はいいが、ノブがベチョベチョ、消毒お
いてない。店の入り口に次亜塩素酸水が置いてあったが、効果があると
かないとか、子どもの手にはどうだろうか。これを機に、日本のムダを見
学術教育・専門
直してほしい。時短の入学式、生徒・親喜んでいました。職場の会議、オ
ンラインで十分でした。TVでの授業、親もどんなものか見れたし、見やす
かったです。子どもがいるのですが、子どもが家にいて負担という言い
方が個人的に苦手。子どもはそれをどう思うんだろうと。母親も働くのが
当たり前な感じなため、イザというとき子どもを上手く見られないストレ
ス・・・。学校や保育園の方々の負担が大きいことを察します。 給付金
の業務丸投げはありえないですね。

35～45歳未満 丹南 給与所得

35～45歳未満 敦賀 給与所得
35～45歳未満 坂井 給与所得
35～45歳未満 小浜 給与所得
35～45歳未満 奥越 給与所得

35～45歳未満 福井 給与所得

35～45歳未満 小浜 給与所得

35～45歳未満 敦賀 給与所得

市からの登園自粛を受け、園からも強く自粛を要請され、働いている身
としてはつらかった。職場で無理を言って休みをもらったが、久しぶりに
勤務した時は肩身が狭い思いをした。保育園は働く親のための施設で
学術教育・専門
あり、もう少し受け入れをゆるめてもらえると、こちらも預けやすく、ストレ
スになることはなかったかと思う。園に預けたとしても、仕事を休むことに
しても、どちらにしても罪悪感の日々でした。
中小事業者や収入が大きく減った企業、家庭に十分な支援が届いてほ
学術教育・専門
しいと思います。
不安をあおりすぎることはあったかと思う。１人１人どうすればいいのか
学術教育・専門
考えられるといいな、と思う。
小浜地区はコロナの影響そこまでなかったが、主人の仕事がなくなり、
製造業
今後どうするのか不安である。
海外では早いうちに防ぐ方法をしていたのに、日本は遅かったと思う。マ
スコミも情報出してくれるのはいいけど、今の情報だと、もう終った、と
製造業
とってしまうようなものもあったりする。これからまだどうなるかわからな
いので、もう少し慎重になるべきだと思う。
コロナ禍で以前とは全く別の生活になってしまったように思う。デマに惑
わされず正しい対応をしていく必要がある。医療関係者、ライフライン、
製造業
流通、スーパー、ドラッグストアのスタッフさんに心から感謝している。第
2波に備えて、自分ができることを努めていきたい。
自治体によって支援がまちまちで、自分が住んでいる地域（若狭町）は、
他地域に比べ、支援金の額や対象者、対応時期が遅いように感じる。
製造業
近隣地域のまねごとのように感じた。しかも手薄いように思う。金額、内
容など。感染者が出ている地域であるのに、もう少し違った対応はな
かったのかなと思った。
できる事を各分野の方々がして下さっていると思う。1人1人が気をつけ
製造業
て生活したら誰かを守れる、ということをまだまだ忘れずに生きないとい
けないと思う。コロナでいいことや素敵なこともあったのも事実。

35～45歳未満 丹南 給与所得

製造業

マスコミの報道の仕方、言葉の選び方に、不満を感じる事が少なくない
です。

45～55歳未満 福井 自営業

医療、福祉

マスコミ：PCR検査を受けるべき、等の、間違った見解をずっと押し付け
るような報道があった。 地域：コロナ感染者への不要な非難を聞いた。

45～55歳未満 福井 自営業

卸売・小売業

とにかく何事も遅い

45～55歳未満 丹南 自営業

製造業

布マスクは不要だったと思う。県のマスク券はありがたかった。国会議員
の方は私達の税金で生活しているので何の不安もないと思う。国民の
気持ち、生活がわかっていないと思う。
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45～55歳未満 坂井 給与所得

記述
国により体制が違うため、行動の遅さは日本は遅すぎだと思った。国会
の討論会を見ていても、意見はペーパー上のものばかりで、シナリオが
ないとできないのか？と思うほど。自分の意見はないのか？と思うほ
ど。コロナの対応については、地方自治体の動き、協力がすばらしいと
0
思った。(一部違うところもありますが）これからは、このようなウィルス対
応は増えてくると思うので、もう少し対応や支援、税金の使い方を考えて
ほしいと思いました。「マスク」を配るのは医療従事者にもっと早く対応し
てほしかったです。
マスコミの報道により、一般市民の不安をあおるような面も見受けられ
0 たのではないか。冷静な判断の妨げになったように思う。ティッシュやト
イレットペーパー等の買占めで品薄になったことはその一例だと思う。

45～55歳未満 福井 給与所得

45～55歳未満 丹南 給与所得

サービス業

・うわさが怖い ・どこの誰かと分かることでの安心感はあった ・県の毎
日の発表は心強く、また大変だったと思う ・妊婦が身内にいたためとて
も心配・不安だった ・子どもたち全体に不安が(もちろん親にも）あった
のではと思う ・福祉施設などの方々も(病院はもちろん）大変でした

45～55歳未満 丹南 給与所得

サービス業

国の対応、支援が遅く、不充分でした。マスクは政府が管理し、平等に
国民に渡るようにすればよかったのでは？と思います。

45～55歳未満 敦賀 給与所得

サービス業

コロナ感染者は、被害者デアルにもかかわらず加害者のようにみられる
のが気の毒でもあり、自分もそうなったら、と思うと怖かった。

45～55歳未満 小浜 給与所得

サービス業

今後の生活、社会に不安いっぱいですが、そう思っていても仕方ないの
で、”正しく恐れて”共存していこうと考えています。新しい生活様式の中
で、生協さんの存在を改めてありがたく思っています（買物時間の短
縮）。大変な状況ですが、今後もよろしくお願いよろしくお願いします。

45～55歳未満 奥越 給与所得

サービス業

最近暑くなった性もあり、マスクを着用していない人も多く見かけます。
一人一人の意識が大事だと思うので、行政も今迄どおり注意を定期的
に促すことが大切かと思います。

45～55歳未満 福井 給与所得

その他

小中高も大変ですが、大学生の親も大変です。そこを何とかしてほし
い。
マスコミ、特にワイドショーに関して。ネガティブな一面のみにフォーカス
して、視聴者の不安をあおるような報道の仕方に疑問を持ちました。政
治批判を繰り返し、根拠のない検査方法を推進するなど。感染がピーク
の時には見たくないと思いました。
ウィルス感染者への偏見や中傷には少なからず恐怖を感じる。
行政→早く、予防接種やコロナに効く「薬」など開発してほしい。症状が
出なくても、全ての人にコロナウィルス検査を受けられるようにしてほし
い。(そのためには、検査手段が簡単で結果がすぐ出る方法を・・・）
子育て支援はお金の問題ではない。何でもかんでも子育て世代に甘す
ぎる。そんなことをしても人口は増えない。親が親になりきれない人多い
ので、「親」を育てることを考えてほしい。
コロナ感染した方への地域社会のうわさやデマの拡散に心が痛くなる場
面が悲しかったです。地域にも住んでいられなくなるような社会（とくに田
舎）なんとも言えないです。私は直接的にコロナ病棟に関わってはいな
いですが、1人の医療者としてたくさんの方からの励ましの言葉、うれし
かったし、きっと全医療者の支えになったと思います。感謝します。

45～55歳未満 福井 給与所得

その他

45～55歳未満 福井 給与所得

医療、福祉

45～55歳未満 奥越 給与所得

医療、福祉

45～55歳未満 丹南 給与所得

医療、福祉

45～55歳未満 小浜 給与所得

医療、福祉

45～55歳未満 奥越 給与所得

医療、福祉

情報量が多いのはありがたいが、不確かな情報が多く、どれを信用した
ら良いのかわからなかった。

医療、福祉

世界中の人たちが大変なことは十分理解してますが、これからの世代
の子どもたちをしっかり支援してほしい！！(教育・受験の面で）子どもた
ちは「ステイホーム」守っているのに、大人が「ガマン」できてないことが
あるのはおかしい！！！

45～55歳未満 小浜 給与所得

医療、福祉

何においても全く初めてのこと。判断するのはとても難しいことであるの
に、非難する人が多すぎる。多くの業種で最前線にいる人に支援が必
要。人任せにする人が多すぎる。日本人のいいところ・・・失っている人
が多すぎる。他の人や周囲の人に対する接し方や考え方を見直すには
いいチャンスだと思う。もっと人の話に耳を傾け寄り添うことができる人
が増えて欲しい。子の機会に一人一人、親から子へ、そんな思いを伝え
なければならないと思う。

45～55歳未満 小浜 給与所得

医療、福祉

マスコミの方へ。コロナ情報は、テレビで伝えるのは大切ですが、毎日
同じことを言い合う。コロナだけでなく他のニュースでもいつも誰かを責
める言い方はとてもストレスを感じます。『ニュースを正しく伝えてほし
い』それだけです。

45～55歳未満 丹南 給与所得
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ご意見・ご感想
年代

45～55歳未満

45～55歳未満

45～55歳未満

45～55歳未満
45～55歳未満
45～55歳未満

45～55歳未満

45～55歳未満

45～55歳未満

45～55歳未満

45～55歳未満
45～55歳未満
45～55歳未満
45～55歳未満

45～55歳未満

45～55歳未満

55～65歳未満

地域 所得形態

記述
マスコミは偏った報道をやめていただきたいと思ったことがあります。（全
部ではありませんが）ルールを守れない人の多さに驚きました。自分は
坂井 給与所得
医療、福祉
大丈夫だと思っているのかもしれませんが、密を避けるため、買物は家
族の中で1人で行ったほうがよいと思います。家族連れを多く見かけ、密
になっているところが多くありました。、
コロナの感染拡大により、私たちがどうすれば感染しないのか、医療関
係者でなくても分かるように正しい情報が必要である。例えば、手洗いと
一言でいっても薬用ハンドソープが必要なのか、お湯で洗うと良いの
か、アルコール消毒はどれを使うと良いのか、どのタイミングで、とか。
福井 給与所得
卸売・小売業
子どもが小さいと予防はどうする、などもっと細かい情報が必要である。
感染者が出た場合、自宅にいたら、トイレやお風呂が1つしかなければ、
どのようにして家族にうつさないか、など。考えること、思うことはつきま
せん。
アベノマスクを作るお金をなぜ他の物に使えなかったのか？地方行政
は、それぞれで案を出しながら対応されていると思う。マスコミは本当に
小浜 給与所得
学術教育・専門
苦しんでいる人の声を聞いているのだろうか。例えば、ホームレスの方、
戸籍のない方など。あとは地方の中小企業など。
お金と時間だけ莫大に費やす政府の対応（しかも効果が薄い）にうんざ
敦賀 給与所得
学術教育・専門 りした。黒川氏の退職金や、自分達政治家の収入を、また企業がプール
している余剰金を本当に必要な所へ使ってほしい。
福井 給与所得
金融
感染者が個人特定されるような情報は流さないで欲しい。
この先の生活、未来がどうなるのか誰にも分からない。でも変ることはま
福井 給与所得
建設業
ちがいないと思う。新型コロナウィルスに感染して命の危機にあった人
に手を合わすばかりです。
いつも応援している市議会議員さんが、困っていることはないかと電話し
て下さり心強く感じました。様々な支援の情報が必要な人に届くようにす
丹南 給与所得
製造業
ることは大事ですね。何でも相談できる地方議員の存在は大きいです。
私達の声がすぐ届く安心感があります。
休校によりいろんな事を我慢、あきらめなどがあり、9月始まりを強く願っ
ていました。学校は学習だけではないと思います。その学習も、ネット授
業(子の学校では進まず、結局していない）。部活動でも、試合（大会）中
止。学校行事の修学旅行もいけるかどうかわかりません。コロナ第２波
丹南 給与所得
製造業
とかを考えたら、やっぱり9月始まりを再検討を願うし、全国の学校に通
う保護者・生徒にアンケートをとり、実情を政府が知るべきだと思いま
す！国民の声も聞かずに進めて欲しくない。
経済を優先し、国民の命を危険にさらしたと思っている。最初に中国人
福井 給与所得
製造業
の入国を禁止すべきであった。各方面へ配慮せざるを得なかったのだろ
うが、決断する強さがなかった。失望しかない。
今後コロナウィルスの治療薬やワクチンが普及したとしても、既に世界
は変ってしまい、決して元通りにはならないのだと思います。行政、マス
福井 給与所得
製造業
コミに願うのは「コロナ後の世界」の可能性を探ること。懐古や犯人探し
では地域社会は平和は保てません。
中学生以下にもらえる給付金を出している自治体が多いが、高校生・大
坂井 給与所得
製造業
学生をもつ家庭も多く、そこへの支援はなぜないのか不思議に思えた。
(バイト代もなく収入はないのに）
福井の対策は非常に早くて、拡大したが対策が上手くいったと思いま
福井 給与所得
製造業
す。
福井のマスクに関しては、「確実にマスクが手に入る」と安心ができ、心
福井 給与所得
製造業
理的に落ち着くことができた。マスクと消毒液だけは、何としてでも行政
が国民に行き渡るよう何とかしてほしかった。
マスコミに対して。正しい情報をタイミングよくだしてほしい。マスクの支
福井 給与所得
製造業
援はありがたかった。
疑いがあるときに迅速に検査が受けられること、感染者になったときの
行き先や段取りが明確であること、今回のことで困難な状況に陥った人
奥越 給与所得
農林水産業
たちへの支援を優先させること、学習が遅れた子どもたちへのリカバ
リーはどうなっていくのか、これからのスムーズなシステムの構築を願い
ます。
休業しなければならなかった方の生活支援は必要ではないでしょうか。
どうすればコロナウィルスの感染拡大を抑えられるか、第2波に備えを充
福井 年金所得その他
分にして、どうすればいいかの指導も国民や県民にしてほしい。マスコミ
は必要以上に煽らないでほしい。
TV,ラジオで「コロナ」の話ばかりで神経質になり、情報がありすぎてウン
ザリでした。こんな時こそ、音楽、芸能、お笑いが必要ではないかと思い
福井 自営業
0 ます。小学生・保育園児の外孫が4人。週2～3日預かり、祖父母はぐっ
たりでした。子どもたちには、大事な年団なので今後も十分な配慮(いろ
んな事すべてに）をしていきたいと考えています。

55～65歳未満 福井 自営業

業種

サービス業

マスク、消毒液などは常に地域、行政が管理して、建物に設置、不足す
ることがないようにしてほしい。誰でも安心して使えるように。
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年代

地域 所得形態

業種

55～65歳未満 福井 自営業

サービス業

55～65歳未満 奥越 自営業

その他

55～65歳未満 福井 自営業

医療、福祉

55～65歳未満 坂井 自営業

運輸・郵便業

55～65歳未満 丹南 自営業

卸売・小売業

55～65歳未満 坂井 自営業

卸売・小売業

55～65歳未満 奥越 自営業

建設業

55～65歳未満 丹南 自営業

製造業

55～65歳未満 奥越 給与所得

55～65歳未満 福井 給与所得
55～65歳未満 敦賀 給与所得

55～65歳未満 丹南 給与所得

55～65歳未満 敦賀 給与所得
55～65歳未満 坂井 給与所得
55～65歳未満 福井 給与所得

55～65歳未満 丹南 給与所得

55～65歳未満 丹南 給与所得
55～65歳未満 小浜 給与所得
55～65歳未満 福井 給与所得
55～65歳未満 丹南 給与所得
55～65歳未満 敦賀 給与所得
55～65歳未満 福井 給与所得

記述
私の周りにもちょっとした情報で大騒ぎする方もいます。ぜひ、煽り立て
るような報道はやめていただきたい。
戦争の体験はないけれども、非常事態というのは独特なものでした。人
それぞれのモラルでの生活の中で、夏休みとは違った異様さを感じまし
た。特に、中・高・大学生には、自分達がよければ、楽しければ何でもあ
り、科のような振る舞いが伺えて、怖い期間でした。地域には病をかか
えていたり、弱者もいることをわかってもらいたいものです。また、自然
災害と重ならないことを願うばかりです。
実際に携わっている病院はもとより、小さなクリニック・地域の医療にもっ
と目を向けてほしい。現在収入が減って、その割には体制の強化や人
員数、スタッフのかかえる仕事量は感染防止などで増えていて、重圧ス
トレスをかかえている。
何もかも止めることはできなかったのか。マスコミがひどすぎる。罹りたく
て罹ったのでないから、そっとしておいて上げてほしい！自粛する人はし
ていたが、何ともな～いといって出歩く人がひたので、何もかも止めてほ
しかった。
じっと我慢して他人を思いやれる日本人の民度の高さや、日本人らしさ
が試されていると思う。体力と気力とメンタルが落ちている弱者(特に子
どもたち）の支援を長く続けてほしい。
まさかの、世界同時多発テロのような緊急事態にみまわれ、またいつ起
きるか第2波に備えてパニックにならないように医療充実をお願いした
い。TV局の過熱ｊ報道が人々の不安を煽りすぎていた。JR駅近くに在住
ですが、自粛期間中、みかける特急が2～3ヶ月空席で走行しているの
で、なぜ、どうにかしたらと感じた。
毎日外出できなくてテレビばかり見ているので、マスコミの報道はすごく
耳に入る。とても聞きたくない話もあったりで、見るのが嫌になる。

給付金等の手続きが大変。もっと簡単にしてほしい。
病院のベッド数減数を国が打ち出しているが、今回のようなことがあると
0 ベッドが足りなくなる。一般病床＋感染病床の確保を訴えていってほし
い。
国民が苦しんでいるのに、行政が不透明なお金(税金）の使い方をして
その他
いることに憤慨している。電気、ガス代、消費税を下げてほしい。ワクチ
ンができるまで。
その他
毎日コロナのニュース、情報を聞いていると気が滅入ります。
いつまで続くか分からない状況であり、やはり夜の水のお店にはいかな
いでほしいと思う気持ちがあります。でも、その人たちの商売もなくなっ
医療、福祉
てしまうと大変なこと。何か他での商売がないものかと考えます。学校関
係も感染予防にいろいろと工夫してくださりありがたいですね。本当にも
うコロナウィルス感染者が福井に出ないことを願うばかりです。
県の対応はとても良かったのではないかと思う。第2波が来ても乗り切
医療、福祉
れると思う。(皆が油断しなければ） 1番怖いのは、コロナに感染したこと
やデマによって、誹謗中傷されること
子どもの休校より、大人の県外出張や海外旅行、初期の中国からの旅
医療、福祉
行者を制限すべきだった。PCR検査が少なすぎる。発熱、症状があれば
すぐに検査すべきだった。
コロナ陽性者が自ら公表しているにもかかわらず、いろいろなデマを言う
医療、福祉
人が多く、嫌な思いをした。従業員たちも変な目でみられたり、陰口を
言っているのを聞いたりして外出できなかった。
メディアに対して。放送を見るたびにとても不安な気持ちにさせられまし
た。大変な事態だとは思うのですが、人々を不安な気持ちにさせる放送
医療、福祉
は考えていただきたかったと思います。困惑してしまいます。これからも
コロナとは付き合っていかなければいけない病気だと思っています。ひ
とつの病気として考えていただきたいと思います。
ワクチンと特効薬が開発され、全世界にスムーズに行き渡り、国の別な
医療、福祉
く健全な社会が戻ることを祈るばかりです。
感染したかも・・・と不安になったときにすぐPCR検査を受けられるよう整
運輸・郵便業
備してほしい。
運輸・郵便業 コロナ以降、商品などの便乗値上げが増えた。
不安はまだあります。正しい情報を早い時期に、また方針を出してもらえ
運輸・郵便業
るとありがたいと思います。
卸売・小売業 色んな面で対応が遅いと感じました。
最前線で治療やケアに従事して下さった医療関係者の方々への差別や
偏見は許されないことだと思う。感謝しかない。感染された方やご家族な
卸売・小売業
どの心労は、計り知れないものがあったと思う。マスコミは『正しくおそれ
る』方策をしっかり伝えていただたい。
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ご意見・ご感想
年代

地域 所得形態

55～65歳未満 坂井 給与所得

業種

記述

学術教育・専門

アベノマスクは不要だったと思う。福井県のマスク購入券は良かったと
思う。

55～65歳未満 福井 給与所得

どこの局でも同じようなことばかり放送していて見るのがイヤになる。恐
怖ばかり。3密も、手洗い、マスクも、充分わかってからもそればかり。良
くなっている、とか明るい話もたくさん取り上げてほしい。コロナの流れを
学術教育・専門 知る程度で、だんだんとTＶをみなくなった。もちろん自粛して注意してい
ましたが、体力や免疫力を下げないようにと、そちらの方がきにかかりま
した。スポーツしている仲間と会えなかったのがさみしかった。困ってい
る人への支援は出来るだけ早く行ってほしいと思っています。
何かすれば、賛成も反対もある。反対ばかりクローズアップせず、その
学術教育・専門
時その時に精一杯取り組んでいることをほめてあげてほしい。
行政や病院関係者の方たちのお陰で福井のコロナウィルスを抑えること
金融
ができました。これからも続くと思いますが、一緒にがんばっていきたい
と思います。ありがとうございます。
建設業
アベノマスクはどうかと思います。

55～65歳未満 福井 給与所得

建設業

アベノマスクは無駄だった。福井県のマスク購入券はよかったと思う。

55～65歳未満 福井 給与所得

建設業

見通しが立たない中で判断し、国民を牽引していく総理に拍手を送りま
す。責任感がない人、できない人ほど、文句・あげ足をとるのに長けてい
ると思います。言っている事と自身の行動が伴っていない。反論を考え
るのではなく、協力する方向で色々な案を打ち出していってほしい。勘違
いをしている議員の意識改革も必要なのでは・・・と思います。

55～65歳未満 敦賀 給与所得

製造業

55～65歳未満 丹南 給与所得
55～65歳未満 丹南 給与所得

製造業
製造業

55～65歳未満 敦賀 給与所得

55～65歳未満 福井 給与所得
55～65歳未満 福井 給与所得

55～65歳未満 敦賀 給与所得

製造業

55～65歳未満 丹南 給与所得

製造業

55～65歳未満 福井 給与所得

製造業

医療者、感染者に対するデマ攻撃は、許せるものではないと思う。人の
身になってかんがえること、そういう社会を望みます。
経済が元に戻るまでは支援を惜しまずしてほしい。
政府への批判が多すぎる
どちらに対しても、何にたいしてもですが、不安な時は、正確な情報と対
処法を多く発信して慌てなくてもいい状況を作っていって欲しいです。知
恵をたくさん出す時だと思います。不安をあおる報道、オーバーな演出
や音響は不要かと。
マスクの購入券、さらに余った分を買い取ってくれた県の対応はすばら
しいと思った。感染の可能性を知るためにも、ある程度の情報を知れた
のは必要だったことだと思う。しかし、一部情報が間違っていたという話
を聞くと、どこまでの信憑性があったのか？100％鵜呑みにしてはいけな
いのは、受け取る側の問題化、とも思う。
若者の将来がとても心配。高齢の我々は、少しでも将来のために国の
お金を残すべきかた。

55～65歳未満 丹南 年金所得その他

医療関係者の方、特に今回コロナの治療に専念された方々には特別手
当を差し上げてほしい。検査も簡単にできる様にしてほしい。長期休校
になった時の子どもの勉強方法も、子ども自身が取り組みやすいように
してほしい。

55～65歳未満 福井 年金所得その他

ウソやデマで、本当のことが見えてこなかった。

55～65歳未満 敦賀 年金所得その他

全てにつき対応が遅かったと思う。政府の対応は上から目線に感じた。
お願いしたい、とか、解除できてありがとう、など気持ちがこもってなかっ
た。
マスコミはいつもひどい場面や話題が多く、テレビを見ていると不安が高
くなるばかりだった。
嶺南の医療大丈夫ですか？ベッド数？不安です

55～65歳未満 敦賀 年金所得その他
55～65歳未満 小浜 年金所得その他

55～65歳未満 丹南 無回答

55～65歳未満 丹南 無回答
65歳以上

福井 自営業

サービス業

65歳以上

丹南 自営業

その他

コロナウィルスが私達に考える時間をくれたと思う。行政、地域社会はよ
く頑張ったと思う。国からの支援ばかり望むことは、いずれ自分達が国
へ税金として納めることとなるので、国ばかりに頼るのではなくその場に
応じた自分の対応、生活を見直す必要があると思う。ITばかりに頼って
いて、昔の原点に戻った考え方をすべきだと思う。年齢を重ねた方に
は、今の時代にはついていけないことがある。短い時間に発達すぎる現
代には考えさせられている。空、山、地、水の中に生きている動物がす
めなくなってきている世の中である。
非正規の人の保障・援助、高齢者の支援を望む。寄付によって差がで
たり、市町村のお金があるか・ないかによって変わるのは、仕方がない
とは思うが出来るだけ平等に多くの人に支援してほしい。
福井市長が表に出てこない。福井市の対応は？
国民が安心して医療を受けられるように願っています。医療崩壊に絶対
にならないようにしてほしい。
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ご意見・ご感想
年代

65歳以上

地域 所得形態

奥越 自営業

業種

記述

医療、福祉

クラスター発生でどうなるだろうと不安はありましたが、学校も始まり、マ
スコミで言うほど変化はなかった。身近で生活に困っている人もいない
し、正しい情報を知り、もう少し冷静でいたらよかったかもしれません。マ
スクやアルコールも粗悪品が高く売られていますが、もう少し賢い買物を
したいです。

65歳以上

福井 自営業

卸売・小売業

行政・・悪いことやり得の缶が否めない。やったもん勝ち、バレてもあと
の祭りで国民をなめている。国民は国会議員が考えてる程バカじゃな
い。でも何もできない。マスコミで報じられているのを聞くと腹がたって
しょうがない。でも何もできない。マスコミで報じられているのを聞くと腹
が立ってしょうがない。大臣クラスの言葉使いに腹が立つと共に、忖度
が見え見え。国民への思いやりも感じられない。正しい判断できる方は
いないのか。

65歳以上

小浜 自営業

卸売・小売業

県民生協様のところががんばっていただけるのはとても心強いと思いま
す。

65歳以上

65歳以上

65歳以上

65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上

65歳以上

65歳以上

65歳以上

65歳以上

65歳以上
65歳以上
65歳以上
65歳以上

あまりにも政府の支援が後手後手で、私ひとりの力では何もできない。
一市民として何をしていけばいいのか考えさせられることばかりでした。
敦賀 自営業
建設業
まだまだ、苦しい生活をされている人への政府や自治体からの支援をお
願いしたいです。
感染者に対する支援、協力を分け隔てなく対応していただきたいです。
福井 自営業
建設業
いつ自分達も当事者になるかもしれないということを自覚しながら事に
当たって欲しいです。お願いします。
福井県において122人の感染者でしたが、県民全員がこれだけの自粛
生活が必要というのが妥当なことなのか、私にはわからないです。た
だ、自粛をしたために抑えられているのも事実なのか、自粛しなかったら
丹南 自営業
製造業
感染爆発したのか、検証結果が知りたいです。（例として、山開き、海開
き、広い公園の入園禁止など、合理性がわからないです）
毎日のテレビニュースからの情報がほとんどですが、何に対しても対応
福井 自営業
製造業
の遅いこと。もう少し迅速にできないのでしょうか。それと、お金の使うと
ころを考えてほしいです。
農林水産業等の第一次産業を大事にするべきである。グローバル化は
丹南 自営業
農林水産業
危険である。 今回、生協の宅配は大変ありがたく思いました。本当に
助かりました。今後ともよろしくお願いします。
クラスターを開示すべきです。市民のみんなが気をつけるようになると思
坂井 給与所得
0
うし、クラスターの元も被害者です。市民はそんなに悪い人ではない。
全ては自己責任、拡大させるのも自分次第ということを自覚しつつ生活
坂井 給与所得
サービス業
することが大事だと思っております。
敦賀 給与所得
その他
毎日毎日コロナ関連のニュースが多すぎて、ストレスを感じた。
福井 給与所得
医療、福祉
安倍首相、誰よりもがんばっているのに、言いたい放題。
毎日毎日、どこを見てもコロナ、コロナばかり。、みんな大変な時に、安
倍は自宅でコーヒー？？バカか！ マスコミもうそつきで当てにならな
福井 給与所得
卸売・小売業
い。日本人はまじめだからマスクして、世界でも少ない。行政の仕事で
はない。
アベノマスクの配布は、全くする必要なかったと思います。経費の無駄
使い。マスクの代用など、いくらでも可能だったのに。全国民の10万円の
配給も大変おかしい。低・高・所得者すべて同等とは。シングルマザーの
福井 給与所得
製造業
みの配給でよいと思う！！ 生活保護を受けている大人親子が、働きも
せずフラフラと遊び歩いていると聞きました。それも納得いかず。行政へ
の不満は、国民一人一人は相手にして戴けないと思います。生協団体
が窓口になってほしい、そういった部門もあってもよいと思います。
私の家族は3世代で助け合って仕事の分担もしているので、皆元気で今
坂井 給与所得
製造業
のところ何もありません。自給自足に安らぎを受けています。生協さんの
カタログを見ているのも楽しいです。
大変なウィルスだとは連日の報道で分かるが、あまりにも色々言われど
うしたらよいのかがだんだん分からなくなっていった様に思う。この頃は
小浜 給与所得
農林水産業
耳にタコ状態で、近所の人とも「どうなろな～」と言ってしまう。その地域
ごとの情報が出せるようになるといいと思う。
①"Stay Home" の中で、お互いに心配して電話をかけあうなど、かえっ
て人や社会の温かさを再確認する絶好の機会となった。②政府の国民
福井 年金所得その他
感覚との大きなギャップ、ズレには悲しくなってくる。③マスコミは、”にわ
か”コロナ博士や研究者の無責任な話を流したりでウンザリ。もっと、自
分で科学的なデータを調べて、じっくりと放送してくれたらな、と思う。
３月から自粛しながら毎日マスコミは、どこのチャンネルもコロナばかり
福井 年金所得その他
で嫌になる。
福井 年金所得その他
PCR検査は希望者全員に実施してほしい。
丹南 年金所得その他
アベノマスクの予算を別の支援に使ったほうがよかったのでは。
アンケートは高浜町が色々やるべきと思う。福井県、福井市では伝わら
小浜 年金所得その他
ない苦しい人々がいることを。
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ご意見・ご感想
年代

地域 所得形態

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

奥越 年金所得その他

65歳以上

敦賀 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

小浜 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

敦賀 年金所得その他

65歳以上

奥越 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

奥越 年金所得その他

65歳以上
65歳以上

福井 年金所得その他
敦賀 年金所得その他

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

小浜 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

丹南 年金所得その他

業種

記述
一住所あたり2枚の布マスクのハイツはとてもありがたいことですが、対
応が遅いような気がいたしました。学校休校を早く対応したのはよかった
と思いました。
いつも、うつされるよりうつす側かもしれない、と思う気持ちを持って対処
したいです。
いろんな分野で頑張っている人たちをもっと取材してみんなに届けてほ
しいです。
外国から来ている方で職を失った方の支援をもっとしてほしい。
買いだめなど、うわさに乗せられるのはマスコミの報道なので、我々も流
されることをよく考えなければならない。毎日毎日、何ヶ月も、朝から晩
までテレビ・新聞から「コロナ、コロナ」と流されると神経がおかしくなる感
じで、一時はテレビ・新聞を見るのが恐ろしくなった。報道について、もっ
と良い方法はないだろうか。
学校の休校は、福井県でも嶺北と嶺南に分けて休校を決めたほしかっ
た、と、私の友人たちは孫の守で大変な思いをされた。
学校の教育の場で、看護師のことやコロナにかかった人のことを何気な
しに言っている先生がいると聞いて驚いています。子どもの前では絶対
公言しないで、手洗いやうがい、３密のことのみ注意してほしいです。校
長が教師に指導して下さい。
感染がわかったときの、家庭内まで及ぶ被害が怖いと思った。コロナの
ニュースは必要ですが、不安もあります。不快なことも多かった。
感染者が増えていった時、情報が多く色々で、何が正確なのかよくわか
りませんでした。よくわからないと不安にもなります。新聞は、県内の感
染者の数、経路など毎日載せてくれて参考になりました。これからも精
査された正確な情報を伝えてほしいと思います。
行政は何をするのも決断が遅い。国民優先で考えてほしい。
県のコロナウィルスクラスター対策班の要請が早かったため、感染経路
が追えたと思う。県の対応が早かったのでその後の収束につながったと
思っている。アベノマスク、巨額の割りに全くダメ。6/4に届いたが遅
い！！手作りマスクで充分！！
県のマスク券配布はありがたかった。地域で行われている体操教室す
べて休みということで、健康面で脚の衰えや、人とのコミュニケーション
がとれないことが続き、今後の日々の生活に影響があるのではないかと
不安を感じる。日用品で店頭に全く品物がない日が続いた時には少し危
機感を感じた。最低限生活に困らないような主食（米、餅）やトイレット
ペーパーなどは、2～3ヶ月分は困らないよう少々の備蓄は必要だと思っ
た。今までは全く買いだめの習慣がなかったので。
高齢者には福井市としてもう少し支援があれば、と思いました。
個人個人が意識をもって生活、行動すること
個人ではマスクがなかなか手に入らなかったが、○○会社が、何千何
万枚寄付とかを見ると、企業が買い占めているのだと思った。高齢者が
家にいる時間が多いため、町内で公民館で3人程度のグループをつく
り、楽しいことを出来る集まりがあったらいいと思う。
子どもだけの支援しないで、全員に同じように支援してほしい。高齢者は
若い頃、子どもの医療や学費など全て払っていたのだから。何もかも支
援するのはどうかと思う。
コロナウィルス感染で仕事がなくなり収入が減った方への支援を早く対
応してあげて下さい。
コロナウィルスに感染したとき、企業が自ら公表したのは勇気ある行動
です。公表によって、風評被害や嫌がらせがあったと思いますが、その
会社を応援したいしこれからもガンバッテほしいです。どの人もいつ感染
するか分からない！！人事ではないです。
コロナウィルスはまたたく間に広がり、怯える生活が始まりました。1人１
人が衛生面に気をつけることが大切だと思います。
今回、コロナウィルスに感染された方々は大変だったと思いますが、医
療関係の方は感染を覚悟で職務に当たっておられたと思います。そうい
う大事な方々がゆっくり休暇を取れる施設があるといいと思います。商
売されている方々、収入がなく大変だったでしょう。コロナでなく、今後も
どんな災難があるか分かりません。日頃より贅沢生活を謹んで、しょうが
くでよいからコツコツ貯蓄して無駄をなくして生活していくことが必要だと
思います。
今回のコロナ禍で、知事さんのリーダーシップの重要性を再確認しまし
た。杉本知事は、独自の緊急事態宣言、マスクの件など、対応は早いほ
うだと思います。都道府県によって状況は違うので、それぞれの対応を
取るため、知事さんのスピード感を持った判断が必要だと感じました。
今後もインフルエンザと同じく流行すると思うので、早くワクチンが出来る
よう願います。
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ご意見・ご感想
年代

地域 所得形態

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

それぞれの立場で皆様がんばっておられます。ご苦労様です。感謝しま
す。

65歳以上

福井 年金所得その他

対応の遅さが全てに影響している。感染に対しての意識が低いこと、意
見と言うべき人が意見を言うのが遅いことが気になる。

丹南 年金所得その他

他国のことははっきり分からないけれど、ニュースなどから感じる点とし
ては、人間は幼い時から他の人を思いやる心を育てるように、親や大人
が心得るべきだと思います。感謝の言葉をかけたりして、親切な行為を
当たり前と考えたりせず、どれ程の自己犠牲が払われているか、表面に
出ていない事柄に目をとめる訓練をするのによい時機だと思いました。
一例として、火葬場で働く方の悲痛な思いがお手紙になっていたものを
読んだ時、ゴミの処理をなさって下さる方々の現状が伝えられた時は、
今の自分の生活の仕方を見直してみたいと思いました。失ったものを元
に戻すことも大切ですが、現状で縮小した生活ができないか考える機会
を得て、ある面私にとって感謝できるものでした。『知恵に加えて財産の
あることはよいことだ、人にとって役に立つ、お金は身の守り、知恵も身
の守りである。しかし、知識や知恵の利点は人の命を保たせることだ』－
賢者ソロモンの言葉－ お金は失うことがあるが、知識や知恵を身につ
けた人は幸福になれます。

65歳以上

丹南 年金所得その他

誰も経験したことのないウィルスの怖さに人生観が変った。日常のあり
ふれた生活がこうも大きく変わらざるを得ないのか、と思うほどの衝撃を
受けた。生きていること、1日が無事過ごせたことへの感謝を実感。自分
がまず変った。近所の人ともほとんど話せず、無言の挨拶のみ。仕方な
いが世間から孤立、全ての活動がストップするとこうなるのだと、いい学
習をしたと思う。マスコミはコロナ情報どこも一日中どこかで流していた
ので、とても役立った。新聞も良い情報源として重宝した。

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

敦賀 年金所得その他

65歳以上

業種

記述
地震、原発、コロナ、今大変な時期に来ていると思うので、情報をしっか
り伝えて下さい。 検査をすぐにして、安心できる社会にすることができ
るのなら、そういう所へ補助をしてほしい。協力できたらよいと思うが、現
実何をどのようにしたら良いかわからない。
少し時間がすぎ、地方では落ち着いた様もあり、アンケートについてもそ
の最中なら。今は忘れてしまったところであり、もう少し早く出してほし
かったです。
全てが後手後手に回っているように思う。福井はまじめな県民性で、今
のところコロナが収まっていると思う。
政府の対応は全て遅く、内容も一般国民のことを考えていないと改めて
確認した。
それぞれとみんな頑張っていると思う

知事の対応が速く、よかった。
地方で選ばれている国会議員の方々は、地元のことが全然わかってい
ないと思います。地元の声すら聞いてくれようとしない。（何もしてくれず）
何事も全国一斉ではなく、地元のことがわかる（現場）各県の知事にもう
少し任せるべきかと思う。全国のコロナ対策で、国のやり方がバラバラ
で、日本の国はこんない弱い政権なのかとがっかりしました。誰も責任
取ろうとしない。
テレビ、街中、どこを見てもアベノマスクをしている人は誰もいません。ア
ベノマスクをしている人は総理1人ではないでしょうか。多額の経費を投
じて配布したのに、残念です。また、感染者数のことですが、日本はあま
りにも検査数が少ないので信頼できない数字だと思います。
テレビ放送の毎日、コロナウィルスの件でワイドショーはつらくて心が落
ち込み見られなくなって精神的な病気になってしまった。
特に低学年の児童らは理由がわからず他人を傷つける言動をいたしま
す。（コロナについて）よく嚙み砕いて話せば理解できると思います。そ
のところの教育を重要視していただきたいです。
長年海外に住み、日本と往復、昨年帰国した者ですが、人口の割に感
染者数、死亡率が少なかったことに、さすが日本と思いました。これは国
民性が出ていると誇りに思いました。もっと自国をほめ、自国国民を褒
め称えることも大切でしょう。反面、批判・文句を言う人が日本に多いこ
とがとても残念です。また、経済が大変なことになっていますが、これも
日本だから必ず頑張れるのではないかと信じております。政府が出され
た新しい生活様式が日常生活に定着され、これからも日本全体で乗り
越え、いつか心配なく旅行に、食事に、出かけたりする日々が戻ることを
切に願います。こんな時期だからこそ、マスコミには事実だけを、もっと
楽しいニュースを多く伝えてほしいです。
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ご意見・ご感想
年代

地域 所得形態

業種

記述

奥越 年金所得その他

日本は経済大国で医療も先進国だと思っていたが、層でもないことが今
回の新型コロナウィルスの流行でわかったような気がする。日本のやり
方が良かったのかどうかは、今後歴史が証明することなのでしょうか？
次の新型ウィルスに備えていまのうちに対策をしておいてほしい。膨大
な政府の赤字が将来子供たちに重くのしかかってくることを忘れてはな
らないと思います。

65歳以上

敦賀 年金所得その他

年金生活者は、コロナのために額が少なくなったというようなこともなく、
以前と同じような生活を維持できた。ただ、行動が制限されて家の周り
の散歩しかできなかったのが残念でした。「新型コロナウィルス」とマスコ
ミ等で流されますが、コロナウィルスの危険性周知、素人でも分かる説
明がほしい。

65歳以上

丹南 年金所得その他

年齢と共に地域の情報が少なくなると思うので、分かりやすく丁寧に伝
えてほしいと思います。

65歳以上

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上
65歳以上

福井 年金所得その他
福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

坂井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

敦賀 年金所得その他

65歳以上

早く3密のない社会に戻ることを願うばかり（マスク着用なしの生活が恋
しい）。身の回りの人間関係の気まずさを色々と耳にするが、現在気に
なっている。（実家でも安易に顔を出せないとか、こんな時期に何で来た
の？とか） 知人宅のお嫁さんが、看護師をしているので孫の園児の登
園を毛嫌いされ、嫁も孫も自分も精神が不安だった、とか。
早くコロナウィルス感染が収束することを祈ります。
１人１０万円はうれしいが、国家予算の来年はどうなるのか？
福井県は、感染者が多いのにつながりが追えていて良いと思いました。
杉本知事は1年目で頑張ったと思います。
福井県はマスクの配布が早かった。坂井市は1万円の支給早かったの
で、福井はとても良かったと思っています。
報道が過大していたと思う。
毎日、新聞・テレビなどで情報が流れてきますので、不安は続いていま
す。早くワクチンが出来るよう願っています。
毎日テレビでコロナウィルスのことをやっている。いろんな知識が増える
ので見てしまう。コメンテーターの意見は、もっともだと思うこともあるが、
昨日言っていたことを、翌日平気で違うことをいう方もいて、みていても
イヤになることもある。ただ、自粛について、はじめは3割程度だったの
が、8割自粛しないとグラフが下がって行かない、とテレビで何回も言っ
たおかげで8～9割自粛ができていたように思う。 今、福井県は36日新
規感染者が出ていないので、このまま続いてほしいが、他県からの人の
往来があると増えるかもしれないので心配。

敦賀 年金所得その他

マスコミに対して。誰もが経験したことのない災害でした。政府など｛自治
体も）に対し、策の避難だけでなく、先んじた対策の提供等を考えること
はできないのでしょうか。毎日の感染状況は関心を持って、県・市・全国
の報道を見ていました。
マスコミに振り回されない。

65歳以上

丹南 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

マスコミの報道は、一時に偏りすぎて不安をあおる。頑張っている方、明
るい情報を努めて広げてほしい。福井の行政の対応には感謝している。

65歳以上

敦賀 年金所得その他

まだまだこれから大変だと思う。特に都会での「サービス業」とか「卸売り
小売業」「医療・福祉」。外国からの来客で日本の観光地が潤っていたと
思うし、当分苦しい経済だと思う。何とか立ち直ってほしい、日本！

65歳以上

坂井 年金所得その他

65歳以上

福井 年金所得その他

65歳以上

福井 無回答

65歳以上

福井 無回答

無回答

丹南 給与所得

医療、福祉

無回答

奥越 給与所得

運輸・郵便業

予想外の世の中になってしまったので今後が不安ですし、子、孫の将来
はそれ以上に不安です。
私は77歳の1人暮しです。毎日家にいて誰ともしゃべらず、テレビを見れ
ばコロナのことばかり。不安でコロナうつ、ストレスでした。でも、医療に
携わっている人はもっと大変だったと思います。感謝しています。はやく
コロナのことを心配しない日がくるのを待っています。
行政にたいして。マスコミの意見はやはり多くの国民の意見だと思うの
で、行政はマスコミ意見をもっと重要視すべし。
持病がある高齢者にとっては、非常に精神的にきつい時代になったなと
実感しています。
報道は正しくしてほしいし、年寄りや障がい者が住みやすい社会をつくっ
てほしい。
保育関係の仕事をしていますが、コロナで自粛状態でも小さい子程毎日
登園していました。やはり小さい子どもさんがいるご家庭は大変なんだ
ろうなと思いました。また、テレビやマスコミ情報はすごく敏感になりまし
た。特に感染者が出たときなど、注意してしまいました。
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ご意見・ご感想
年代

地域 所得形態

業種

無回答

敦賀 給与所得

建設業

無回答

丹南 給与所得

建設業

無回答

福井 年金所得その他

無回答

坂井 年金所得その他

記述
敦賀市で感染が広がった場合医療崩壊が起きるって新聞に載っていた
けど、この対応はどうなっていますか？数年前もこのことで問題になって
いたみたいですが、なぜ今になっても改善できないんですか？
ワクチンが行き渡るまでの間、少しでも安心して生活できるよう、全員検
査を希望します。拡大させてしまってからでは、また外出できなくなると
思うと、ダメージが大きすぎて社会がどうなってしまうのか本当に不安で
す。本当に、先手は打てない物か不審に思う。
県が配布のマスク券ですが、ご近所で配達されていないところあり、当
方は在庫たくさんあり、分けてあげました。郵便配達の人も大変でしょう
が、声を出せない人もおられます。個人的には日常日頃の備蓄も必要と
思います。
他人への批判ばかりする人の意見が横行している。他人を思いやり行
程し、状況を受け入れる姿勢をもっと推進してほしい。

12

