
２－３.そのときの経験などから、政府や医療機関、制度へのご意見・要望があれば、お書きください。（２５１人）

園で濃厚接種者になっても、そのさいの感染の状況をくわしく知らされず、さらに検査もしなくていいと言われて、
ただ自宅待機。その間に発熱したらすみやかに検査へ、と言われて。親は勤務していいと言われても、自宅待機の子
どもを置いて働けません。

クラスで感染者が。しかし数日経った後の保健所の指示は「濃厚接触者なし」。寝屋川市のように学級全員検査する
べき。

自宅待機期間中の経済的な補償がほしいです。濃厚接触者でも1週間自宅待機になるので、小さい子どもが濃厚接触者
になると自分や配偶者も仕事に行けません。感染したらなおのことです。個人ないし世帯に、一律日額補償がほし
い。
また、検査体制が逼迫していて、濃厚接触者でも検査を受けられませんでした。不安です。せめて濃厚接触者は検査
を受けられるようにしてほしい。

学校から、こどものクラス全員が濃厚接触者の候補となり学級閉鎖(自宅待機)とする連絡がきたが、検査するしないの
連絡もないまま、たった１日で学級閉鎖は終わった。
ただ、私が職場に、我が子が濃厚接触者の候補となった旨伝えると、少なくとも我が子の検査結果を明らかにしてく
れないと、仕事復帰してよいとは言えないと言われ、自力でpcr検査できる医療機関を探し、受けさせるしかなかっ
た。
学校からの一方的な濃厚接触者の候補自宅待機指定、また理由もわからないままの学級閉鎖解除。その曖昧さにとて
も腹がたちました。

うちの地区の小学校では感染者が出ても知らされません。体調不良者がいる事も伏せられます。感染者を守るため、
教えられないと言われますが、検査も不十分で市内の子供の感染が急増していて、安心して学校に通わせられませ
ん。学校対策はしっかりしていると言われても、マスクがずれていたり、換気が不十分なクラスがあったり（先生次
第で変わる）休み時間の子供達の密着、家庭によっては咳していても登校させ学校も強く言わない等あります。その
状況でもオンラインは全く進んでおらず、休めば学習保証はないです。
（宿題、授業中に使うプリントは渡されます）これが現状です。寝屋川市のように、しっかり頻回に検査して、感染
を隠さない、オンライン授業を拡充してほしいです。

父親がなったのですが、なかなか検査ができず結果がわかったのも発熱後6日後だった。濃厚接触者は検査できなかっ
たので、もし子供が陽性で幼稚園でも広めてしまってたらと不安だったけど結局わからないまま待機期間が終わっ
た。
市から食料もなかったし、結果もわからないし、食料も尽きてしょうがなく幼児連れで買い物に行ってしまった。

教師へのpcr検査を増やして
オンライン授業と登校選択制の導入
オンライン授業を出席扱いに

子どもの世話をしながらテレワークはつらい。テレワークできる仕事でも、保育園や学校が休みになったら仕事を休
める、休んで仕事が遅れても不利な扱いにならないように、育休や産休のように義務づけてほしい。

同じクラスに陽性者が出ましたが、濃厚接触者は無しでした。心配な人や症状がある人は自分で検査するようにとの
ことでした。

大学生→補償が無いこともあるのかガンガン外に出てバイトするので学生(外に出なきゃならない人、学んでいる人)に
もう少し補償(しわ寄せに対する対価)があってほしい
(千葉県に対する不満も含む)そもそも接触者の追跡、連絡を感染者にやらせていて意味がわからなかった。検査に時間
がかかるし素人にダラダラやらせても感染の拡大に繋がると思う。
そしてこうやって濃厚接触者を絞っても検査してもらえず自費で検査キットを買って検査した。周囲には濃厚接触者
だと隠しドラッグストアで無料検査を行う人までいる。

濃厚接触者(家族)だが保健所から連絡なかった。陽性者への健康観察の連絡があるので、濃厚接触者の対応を聞いても
らったが、人によって言うことが変わる上、最終的に担当じゃない電話来るまで待てと言われたが、結局1度も連絡来
なかった。
人数が多くて混乱してると言われて大変だろうとは思うが、ハッキリさせて欲しかった

子どもが濃厚接触者に特定されたのに、保健
所の指示は自宅待機のみでPCR検査は症状が出ないと受けられませんでした。無症状で感染していたらと思うと怖かっ
たです。無症状の濃厚接触者に抗原検査キットの配布などしていただれば多少安心ですが、それも人数が多すぎて難
しいのだろうなとは思います。

検査をすぐできるようにしてほしい

発熱しているという事で受診が出来ず、困りました。（症状を口頭で伝えて、薬は処方してもらえましたが）

コロナは検査が大前提なのに、高熱が出ても症状があっても検査させてもらえない。
これでは良識あっても適切な行動が保てない。40人以上体調不良が学校で出てもクラスターは確認できませんでした
（確認検査してないから）と平然と文書配布するくらいズサン。検査くらい普通にできる国であってほしい。
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自分の子(クラスメイトが陽性)が陽性かどうかで、自分自身が濃厚接触者かどうか、どう行動すべきかが決まるので、
子供だけでも検査して欲しかった。感染の可能性も不明なのに家族揃って家に籠るしかなく、これで経済を回せと言
われても無理な話である。

他学年では、学級閉鎖をしている学年もありクラスには、家族の陽性患者が出て濃厚接触の疑いで通っていたいお友
達が沢山いて異常な緊張感がある中で電車通学での登校を強いられる状況です。娘は、毎日嫌だ嫌だと言いながら家
を出ていきます。オンライン授業がもっと気軽に出来るよう進んで欲しいです。

まだ自身家族は誰一人として感染していないが身内が隔離など不可能で一家全滅。
救援物資を見せてもらったが、とても足りる量ではなかった。小さい子を何人も交代で世話しながらの療養とても辛
かったそう。こちらから必要そうなものを勝手に送ったら、とても喜ばれた。
そうやって助け合える人がいるなら良いと思ってるのかもしれないが、どれだけ心身共に追い詰められるのか知らず
に国は感染爆発を放置しすぎです。

学校ごとに専用の発熱外来を指定し、発熱児童生徒は優先的にその指定医療機関を必ず迅速に受診できるようにして
欲しい。また、寝屋川市のように陽性者が出たクラスは全員PCRスクリーニング検査を受けさせてほしい。濃厚接触者
はいないし安全が確認されたので翌日から登校せよ、と学校から連絡がくるが、スクリーニング検査すらせず、何を
寝ぼけたことを言っているのか。子どもたちの感染を承知の上でこのまま登校させるならば、それくらいすべきであ
る。

幼稚園の子供が、幼稚園で1日過ごしているのに、濃厚接触はいない、とそれが納得できません。

身内が葬儀社に勤めていますが、医療介護のようにエッセンシャルワーカーにもならず、軽装備で陽性者の葬儀にあ
たっています。ご遺体が陽性の場合はあまり困らないようですが、打合せするご遺族が陽性・濃厚接触者のケースが
多いので心配です。

夫婦揃って働けなくなり生活がきつい。
その間の補償をどうにかしてほしい。

PCR検査の拡充

保育士です。ワクチン３回目の優先順位をあげて下さい。いまは高齢者と、その施設に関わる人だけです。

夫が職場（現場仕事）で濃厚接触者（後に陽性）の接触者に2回なりました。1回目は自費PCR検査で陰性。2回目は自
費PCR検査で結果待ちです。本当に感染が身近に迫っているのに、２年も経って気軽にPCR検査が行えない事に憤りを
感じています。

まだ逼迫する前だったのですぐ検査でき結果も翌日に出ました。数日後から検査受けられない状態になっていたので
感染したタイミングが良かったっ思っています

①濃厚接触者（未就学児）の検査が無い。体調悪化すれば相談窓口に電話となった。かけても繋がらない。
→なぜ、検査しないのかがわからない
（検査キット不足は承知だが）
家庭内感染拡大の原因となり得るので不安だった
→保健所が混乱しているのに、窓口が電話対応だけ。自治体のコロナ関連のＱ&Ａも、欲しい情報が無く使えない

②職場（医療機関）と学校からは検査が陰性でないと出勤、登校できないと言われる
③検査を受けられる医療機関の情報が、すぐに出ない。
→無症状では検査受けられないのに、検査機関探しから全て保護者に責任負わされる

明らかに学校内で感染が広がっているのに、学級閉鎖、休校などの基準を無理やり緩めて、意地でも学校を開けてい
る。
オンライン、選択制登校などの対策はとられず、普通に登校の一択。仕方なく自主休校させているが、自主休校者の
学習支援はほぼゼロ。宿題交換のみ。
校長にオンライン授業をお願いするが、技術的な問題で無理と言われる。しかし、市内の別の小学校ではオンライン
授業のライブ配信で4〜5限の授業を実施されているところもある。市内で格差があるのは悲しい。たまたまそれをで
きる先生がいるかどうか個人に頼っているのはどうなんだろうか。
あと、感染した時の休業期間が5日に短縮されたと報道で見ましたが、それ以前から大阪は3日です。まだ潜伏期間な
のでは？と思うのですが、これでは感染が治まるわけないと思いますし、科学的根拠に基づいて決められているとは
思えません。
また、できれば学校に通ってほしいとは思いますが、感染者数のデータが隠されたり、みなしとかで適当にされたり
で、増えているのか減っているのかもわからず、見通しがたちません。
そういった理由で、一月半ばから自主休校を続け、今後もいつ復帰できるかわかりません。学習支援なしです。

無料PCR会場をもっと増やして欲しいです。
都心まで行くのはリスクが高すぎます。
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同学年に陽性者、また他学年にも陽性者が出ております。我が子が患うのも時間の問題かと思っております。また、
この学年で卒業となりますので、子ども自体は皆んなと過ごしたく登校しております。
昨年度はオンライン授業もなく、コロナで不安の中お休みする事が出席停止扱いにしかならずでしたが、今は条件を
満たす事（提出物の提出等）により、出席の扱いとなった事はとても良いと思います。
登校するか、自宅待機するかの選択が出来るのはこのコロナ禍だけに留まらず、不登校の悩みを抱えるご家庭にも大
変有効的なものだと思いますので、引き続き実施して頂きたく願います。教育機関はこの期にオンライン配信型の授
業案や提出物による条件などしっかり固めておくべきだと思います。
また、お仕事をされているご家庭において、自宅待機の児童がおり急遽親御さんがお仕事を休まなければならなく
なった場合の補償等も、国・自治体・会社が素早く連携しサポートできる体制を固める事に強く願います。

長男が学校外での接触した子が接触翌日、発熱、陽性確認。感染者からの連絡により長男が濃厚接触者の疑いが強い
ということで学校へ連絡。登校自粛、オンライン授業希望の旨を伝えると、「独自の判断ではオンライン授業は受け
られない」と。
病院にかかれない、検査受けられない、保健所と連絡がつかない状態で誰が濃厚接触者と判断してくれるのか。

結果として接触時の状況を学校へ伝え、学校が長男が濃厚接触者と判断。
学校外での接触、医師でも専門家でもない学校が判断するというのもおかしな話。

受験期にもあたり、長男が登校することで、もし、感染していた場合、広めてしまうかもしれないことを懸念し欠席
を選択。その選択を褒められてもいいどころか、学校が濃厚接触者として判断しない限り体制は整っているオンライ
ン授業すら受けられない制度には理解し難い。

オンライン授業を受けられないのであれば登校を選択し、もし、感染していたら、受験期の子たちに感染を広めるこ
とになったかもしれない。オンライン授業の体制が整っているのであれば、感染不安な子も、不登校の子も、誰でも
オンライン授業を受けられるようにするべき。実際に濃厚接触者なってしまったことで入試が受けられなかった子も
いる。

私立高校は学校によって日程通りに入試が受けられなかった場合、別日対応を行っている学校もあるが、別日対応を
行わない学校もある。
その場合、その高校を諦めるか、感染、濃厚接触を隠して受験する子も出てくる懸念が。
オンライン授業を受ける場合、カメラ、マイクはオフ。何故か。「誰が感染したか、濃厚接触者になったかがわかっ
てしまうから。」。それは、感染者、濃厚接触者限定でオンライン授業を行っているからそのような対策をとること
になる。誰でもがオンライン授業を受けることができるのであれば、そのような心配をする必要はない。

１週間、毎日学校から感染者発生のメールが届く。しかし、濃厚接触者はいませんでした、の定型版。どの学年か、
どのクラスかだけでなく、感染確認された人数すらも情報がこない。その中で、不安なら出席停止扱いにするから休
んで良い、でも、感染者、濃厚接触者にならない限りはオンライン授業は受けられない。出席扱いにはしないよ。欠
席させるかどうかを判断する情報は隠蔽されら中、あとは個々で判断してね、というのはあまりにもふざけた話であ
る。

学級閉鎖になることで初めて自分のクラスに感染者が出たと知ることになる。どの学年、クラスが学級閉鎖になった
かという情報は学級閉鎖クラス以外の家庭ては降りてこない。学校は感染対策をしっかりしているというがその中で
これだけの感染者がでているのであるから、その対策ではもう無理だと認めるべき。

東京都、1万人以上の感染者がでていても、バスでの社会科見学実施。
１クラスを２台のバスに分けて密を避けるのではなく、３クラスで２台のバスに押し込めて実行。

公立校は上からの指示がない限り変わらない。
私（母親）が無症状陽性でした、家庭内隔離していたので、子供の勉強をサポートできず、オンライン授業もなかっ
たので、子供が2週間も学校を休んでしまい、勉強が遅れないか不安でした。かと言って学級閉鎖が複数出ている学校
に通わせて対面授業受けるのも不安です、オンライン授業をやってください。担任にも市教委にも掛け合いました
が、無理でした。春に配られたタブレットは持ち帰り禁止でした。

家族全員で濃厚接触者になりましたが、近くのドラッグストアで無料抗原検査をやりました。病院にかかるにも自費
でPCRをやってからにしてくれ。と言われたり、買い出しは1週間分してあったのでなんとかなりましたが、濃厚接触
者なのにで歩いてOKと言われた時はビックリしました。だから感染者減らないんだなぁ。って感じました。

「国民が多少死んでも経済を最優先にする」という姿勢が根本的に間違っていると思います。
「歴史戦」などと役に立たないことをするよりも「国民を守る」ことこそが「国を守る」ことだと思っていますの
で。

クラス内で複数感染者が発生したのにも関わらず、濃厚接触者無しと保健所が断じ、明確な指示が無かった為、クラ
ス内でも自宅待機した家庭・全く気にせずに活動した家庭と別れて結局学校内で複数の感染者を出した事が困りまし
た。一度立ち止まり、濃厚接触者として行動制限をかけるか？全校プール法でも良いのでPCR検査をして、安心して通
わせられる様にしてもらいたい。
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保健所からの連絡はありません。濃厚接触者は買い物に行っても良いので配食の対象にはなりませんと言われ、陽性
者の分だけ依頼しましたが全く届きません。

濃厚接触者は一律でPCR検査を受けられるようにしてほしい。幼児だったので心配し、検査を望んだが、どうせ隔離生
活なのだから不要と断られた。自費で検査するしかなく、検査キットを手にいれるのにも苦労し、結果もなかなか出
ず、仕事先にも迷惑をかけた。保健所からは全く連絡なし。陰性だったからよかったものの、陽性だったとしてもき
ちんと対応してもらえるのか、後遺症が残った場合の補償などもやってもらえるのか、とにかく放置されたので、不
安で仕方なかった。

濃厚接触者の通知までに時間がかかり過ぎていて、家族感染防止の対策をすることがとても遅くなる。感染力を考慮
して濃厚接触認定のハードルを下げてより多くの子供を素早く検査出来る体制を作って欲しい。

早く5類にして濃厚接触者の概念をなくして欲しい

症状が出た日から家族全員自宅待機したが、風邪症状しか出てないのに病院などに強制隔離される可能性があり、検
査するのすら嫌だった。

何でもかんでもPCR検査するのをやめてください。税金の無駄遣いです。

陽性者が出たところで何も不安はない。不安なのは感染に怯える正しい知識を持たない馬鹿のせいで子どもの生活に
制限がかかること。

周囲が迷惑するので検査させないで欲しい。

コロナに感染しても殆ど重症化する例のない子どもに検査をさせたり陽性だ濃厚接触だなどと隔離するといった荒唐
無稽な行為は一切やめていただきたい。体調を崩した児童が休めばそれで十分である。

症状もないのに濃厚接触者に認定され、生活に不便を感じた。

コロナを受け入れ５類相当にし、普通の生活に戻してください。子供達も疲弊しています。政府のすることなすこと
全て信じられません。

濃厚接触を追いかけるのはもうやめた方がいいんじゃないですかね。

濃厚接触者狩りをやめてほしい。ただの風邪っぽい症状、無症状ばかりで意味がない。

これだけ蔓延している病気に対し、かからないための対策は無意味なので、接触者の追跡などはせず、お大事にして
ください、の精神で寄り添う社会を返してほしい。

子どもの発育や教育が感染症対策によって蔑ろにされていると感じます。ワクチンや医療体制の拡充、それでも足り
なければ高リスク者の自粛で対処し、子どもや若者を犠牲にする対策をやめてほしいです。

濃厚接触にも関わらず、５日間も学級閉鎖は過剰。何百人も検査してその分保健所の迷惑にしかなってない。子供は
全員元気なのに、結局2週間も自宅待機。

療養終了の判断時、検査なし医師の確認なしということや、濃厚接触になる家族にも何の検査もないところに非常に
不安を感じました。濃厚接触者の職場復帰や登校判断基準にも不安しかありません。保健所の逼迫が原因か思います
が、あまりにも無責任な姿勢です。

罹ったら生徒は軽症なのに、騒ぎすぎ。バファリン飲んで一日寝たら熱も下がり元気。早く５類相当に引き下げて、
通常の生活に戻してほしい

対応しても無駄なので、今すぐやめてほしい

コロナはオミクロンで風邪になりました。5類にしてください

五類への変更

困ったことは①こどもの学びが止まること/こどもの健やかな日常(お友達とリアルに関わる、楽しむ、学ぶ、体を動
かす等)が奪われること②仕事ができないこと(責任のある仕事をしています)です。本人が病気で休むことはやむなし
と思えますが、1人2人で止められるとこどもが止まりっぱなしになり、教育機会の損失が甚大だと感じます。要望は
「こども界隈だけでももうインフル扱いにして欲しい」です。

陽性者が出てもインフルエンザと同じ扱いでいいと思います。

いつまで新規感染者数一点主義の過剰対策を続けるのか。過剰対策が一番の害だと何故気づけないのか。

発熱外来に繋がりたくても、東京都が公表している発熱相談センターにも、発熱外来受付の病院もどこも検査がいっ
ぱいで多数断られた。無症状の子はどこでも検査できなかった。知っている病院に片っ端から電話して（自分も熱が
あるのに）、複数の発熱している家族は別々で検査を受けることになったが、とにかく速やかに検査を受けられる体
制を作ってほしい。保健所からの食料が届かず、困る。たぶん、忙しいのだろうと思うがこのまま自宅療養期間が終
わってしまいそうだ。

過剰すぎる対策を即刻止めるべき

4 ページ



経済を回す為に、休校措置を取らなかった為に、周り回って感染拡大になり、保護者は仕事を休み、買い物にも行け
ません。
私は難病で大学病院へ入院中で、
夫一人で看護、家庭の事、仕事をしています。

皆さん、状況は人それぞれですが、
経済より感染拡大を食い止めるのが優先かと思います。
立ち行かなくなるのも時間の問題です。

クラスで陽性者が出た場合、同じクラスの生徒全員に検査を受けさせてほしい。子どもは距離も近く、マスクもちゃ
んとつけられていない。いちいち濃厚接触者判定をするよりもすぐ検査をしてほしい。

濃厚接触者の制度を廃止。風邪の症状がある人は家でしっかり療養するようにするべき。

発熱者が出た時点で知らせてくれたおかげで周りへの感染は防げました。陽性になりましたから知らせていては遅い
と思います。感染力が強すぎる。
キットが足りないので症状が出ている人しか検査できません。と言われたので病院へ3度行った。(5人家族)もっと気軽
に検査に辿り着けるようにしてほしい。簡易キットで陰性だから大丈夫と思っている人が多すぎる。

検査してもらいたくても枠がいっぱいですと断わられた。検査薬も場所も足りないと思う。

自宅待機となった場合、やはりある程度の補償をお願いしたい。今月の終わりにはお金がなくなる。

濃厚接触者となった時点から数日後に抗原抗体検査やPCR検査を受け学校や会社へ復帰出来る様にして頂けると助かり
ます。例えば駅前に誰でも検査できる場所を簡易的に用意する、とか。保健所の連絡を待っている時間が無駄です
し、陽性者の対応で大変かと思うので。

濃厚接触者をやめてほしかった　何の症状もないのに学校から追い出された

基本的に、明らかな濃厚接触者認定がない限りは、学校や雇用主から陰性証明が求められる事が一番おかしいと感じ
ています。
感染すると重症化リスクのある方々に接しているのならともかく、リスクが低いところで自主検査をするのは、必要
な人達に検査キットが届かず治療が遅れる事になるではないかと危惧しています。学校内での感染状況を高齢者施設
と同じように扱う必要はないと思います。

2月2日に息子（小学校1年生）が感染しました。現在隔離中で家族は5人家族です。
京都府は保健所のホームページから感染者の登録入力が自分できます。医療機関で感染確定後と同時に入力を勧める
案内を促し保健所の負担軽減と食料等の配送システムへの指示連動が早急に行えればそれだけでも行政負担軽減が図
れるし支援開始も早くなるはずです。入力のお願いの電話が受診確定一日後になるのは無駄ですしそこから確認で再
度電話では支援開始が2日後になります。案内リーフの作成と感染確認後の医療機関からの配布を促し、感染者個人の
入力作業で軽減できる負担を排除し医療機関との情報付け合わせで確認もできる筈です。未入力者の案内は別として
も医療機関の情報で先ずは動けます。ここに感染者の漏れはないはずです。

感染者家族として支援していただいてモノ申すのも失礼かとは存じますが、現場職員の皆さんの相当過度な負担を考
えれば、行政管理職や上級職員はこんな簡単なことぐらい考えて気付いていただきたいですし、機動的にもっと現場
の職員さんの負担軽減になる取り組みをしていただきたいです。この点は正直呆れましたし、お役所仕事では到底無
理なんだろうなと思いますし未来永劫何も変わらないのでしょうね。
私自身もリネンサプライヤーとして医療寝具の洗濯をしていますが、コロナ感染物寝具等々の消毒前開封処理に従事
していてこの状況とパンク寸前を日々残業で乗り切っている状況に正直現場は疲れきっています。

無症状陽性とその濃厚接触者のために学校や会社を止めることは本当に無駄なことだと感じました。

何度も波を経験してるのは総理が変われど自公なのに、経済を止めたくないというのに、なぜ検査を拡充しなかった
のか。
オリンピックや東京マラソンではPCRなのに、なぜ空港検疫と国民はまず抗原検査なのか。
意見を聞いていた専門家の名前と、検査拡充をしなかったのは誰なのか。
全て国民に知らせてほしい。
熱が出ないと検査してもらえない、熱が出てからだと病院まで行くのが辛い、行けても外で立ったまま待機、なんの
為の国民保険なのか。
悔しくて痛くて涙が出ます。

コロナ禍から2年も経ち、地方なので感染者が殆どいない時期も多かったのに全く行政の体制が整っておらず保健所は
パンクしていて機能を成していない。病院は個々で対策・対応してくれているが、本来は行政が指揮をとって病院や
国民全体が連携して動けるようにするべきなのでは。

もっと検査キットの数作ってくれ
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キットが足りず無症状の濃厚接触者は検査できないと20ヶ所以上の病院に断られました。唾液を自分で出せないので
検査できるところは限られてしまうし子供は発達障害があり発語がなく症状があっても熱と咳以外は気づきにくく、
無症状で後遺症が残っても確定診断がないと補償につながると思うと不安でいっぱいです。クリニック以外に学区内
で徒歩圏内の検査所や検査バスなどがほしいです。あれだけ検査拡充を言っても海外では比べ物にならない件数で
キャパオーバーとは情け過ぎるんじゃないでしょうか。また補償が間に合わないからなのか濃厚接触者や休園に対す
るルールがすぐ変わったり曖昧だったりするので諸々の被害を子どもたちがうけてます。ここまで放置されては国の
存在意義がありません。

濃厚接触者の待機期間いらない

陽性確定後保健所からはショートメールで毎日の健康観察の入力の案内のみ。ホテル療養や食事配達などの案内は一
切ない(大阪)だからホテル療養稼働率が低いのだと思った。

友人の子（中学年）の陽性が、身の回りの実世界では唯一の例です。38度の熱が2日間と頭痛。それだけで3日目に回
復してすっかり元気になったとのこと。報道が騒いでいる陽性者数の中にはこのような本当の軽症、従来なら受診も
せずに済ませた例が多数あることでしょう。一刻も早く有症状者のみを検査対象とし、その人たちがどの病院でも確
実に診てもらえる運用、制度作り、世論の醸成に努力をお願いします。症状のない者、多少あっても気にしない者に
無理やり検査を押し付けることは直ちにやめて頂きたい。無駄な混乱と税金の浪費を生むだけです。

無症状なので何も心配していませんでした。むしろ陽性者１人のために突然休校を決定され、納得がいきませんでし
た。陽性者イコール感染者ではないのに、学校も教育委員会もだれも調べようとせず、困ります。

今後感染時の社会的影響が心配なので、5類感染症にして、家族や周囲への悪影響が最小限になるよう制度も見直して
ほしいです。

ヨーロッパはもうインフルエンザ扱いの方向です。韓国もワクチン接種完了者については、濃厚接触者は隔離なしに
なりました。NAVERのニュースによれば韓国もヨーロッパと同じ方向です。日本だけバカみたいに周回遅れのことを
やっている。医療のわがままばかり聞くのではなく、早く5類にして普通の生活させて。かかってもたいしたことない
と皆知ってる。濃厚接触者の隔離がめんどうなだけ。感染対策の害の方が大きい。いい加減にしてほしい。どうし
て、ヨーロッパみたいにできないんですか？

風邪症状があれば、病院にいく、その当たり前を戻して欲しい

早く5類にするべき！！！

濃厚接種ではないが念のため検査を受けてくれと言われ、思わず、それでは何のために子供が嫌がるマスクをして換
気して対策してるのか？と保健所に言い返しました。もちろん、検査は任意なので拒否しました。
無症状への検査、無駄な検査です。保健所による無駄な検査によって、うちの園では無症状クラスタが発生して5日間
休みになり、子供も母もストレスを溜めました。早く、5類にしてください！そして検査は任意であることを周知して
ください！

陽性者出てクラス休校になりましたが、陽性者になった人含めて、全員元気にオンライン授業受けてました。休校の
必要性がわかりません。症状ないのに学校行けないのは本当にかわいそうです。

一人出るたびに幼稚園が休園になり、子供たちの交流の機会が減ってしまうことが困った。

抗原検査キットを無料配布して定期的に検査を受けれる環境を整えて欲しい。陽性だった場合は公共の交通手段が使
えないので、徒歩圏内にPCR検査を受けれる場所を設けてほしい。土日に検査を受けれる場所がない。

早く過剰な感染対策はやめるべき。

5類に落とせばそもそも濃厚接触者の追跡なんかいらない。犯人探しみたいなことはもうやめて感染を許容して欲しい

子供はコロナでは死にません。一方過剰なコロナ対策の弊害が大きすぎます。イベント、部活、大会、普通の学校生
活、子供達の一生に一度の経験をいとも簡単に奪い去り、挙句の果てに大人のために5歳からワクチンを打て、2歳か
らマスクを着用しろと？何故それだけ子供を犠牲にできるのですか？コロナ対応においては、今の国会議員ほとんど
が信用できません。

私自身は、特に不安になったことはありません。
健康でリスクの低い人よりも、高齢者や妊婦、持病のある人など、リスクの高い人たちを重点的にサポートする体制
を整えてほしいです。

今すぐ5類に分類を変更する。

何人か陽性者がでたが濃厚接触者は追わないと言われ休園にはなっていない

子供のために新型コロナは5類に引き下げ、普通の風邪（インフルエンザ）なみに扱うべきです。
それも早急に。
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そもそもがデータをきちんと見れば、たいして流行ってもいない、重症者も死亡者もそこまで騒ぐほどでもなく、こ
のような感染対策はいっさいする必要がないと思います。
またPCRのCT値も上げすぎ、ウイルスの存在すら曖昧。疑陽性が出ることは分かりきっているのに、いつまでも国民
を騙し続けるのは止めていただきたい。
医療用ではなく、コロナの診断に使えないPCRも中止すればもう終わりますよね。
マスクも苦しいだけで必要ないです。

休園は不要。子どもは重症化していない。そんなことでいちいち経済活動を止めていたら何もできない。

まず、検査するまでが断られ続けて中々辿り着けない。検査出来ても結果は4日後。その後2日経ってから保健所の連
絡がありました。それまでは何も出来ず、会社もパートの為、お休みとなり補償などはありません。解除となり出勤
する時も、PCR検査を自費で受けなければならず、ネットスーパーでの買い物やらで出費がすごいです。検査キャパを
増やす、一律給付金での補助がまず必要だと思います。

もし強毒化したらと考えるのは　強迫観念症です。オミクロンで健康な人は悪化しません。
過度な対策に反対します。テレビを消して
世の中を見回してください。正しい情報を得てください。

5類相当にし、いつでも近所の病院で治療を受けられるようにして欲しい。
そして未来の人材(現在の子供)が何より大切だということを周知して欲しい。

元気な子供達まで全て止められることが理解出来ませんでした。感染対策としては全く機能してないので取り扱い方
を早く見直してほしいです。これでは子供達の経験が丸潰れです。

濃厚接触者という区別は必要ない。症状が出た人だけ検査をすればいい。

待機期間などがころころ変わっていませんか？周知も不徹底。どこから情報を得ればいいのかわかりません。しっか
り、広報して欲しいです。

全てにおいて大変迷惑。過剰に対応し過ぎです。経済で死ぬ。第5類にすべき。

別居親族が陽性となったが、家族全員に検査は行われず、有症状者だけだった
結局無検査のまま濃厚接触者の家族は家族の発症数日から通勤・通学登園します

確かに早く行けるようになった方が都合がいいのかもしれません
けれどそれは結局、感染を拡大させる結果にしかならないのではないでしょうか

行きたい都合・行かせたい都合が人命よりも優先になってしまっています
少なくとも感染者の家族にはきちんと検査を行い、感染者も家族も
陰性が確認できてから出勤・登校してもらいたいです

学校や園で定期的PCRをしてほしい

変異し弱毒化しているのが陽性の子供や大人
から分かった。コロナ禍前のインフルエンザの対応に戻してほしい。

医療機関も保健所も必死に業務をこなしていると思いますが、濃厚接触調査や検査の人員、設備はまったく足りてい
ないという印象です。
この2年、検査の拡充と療養設備の確保が早くされるよう期待してきましたが、間に合っていないようです。埼玉県は
東京や神奈川よりはマシですが、感染が落ち着いている間にもっと積極的に対策をとっておいて欲しかったです。

もう結核と同じ扱いはやめた方がいいと思います。

オンライン授業が進んでいませんでした。

同居の高齢者を隔離できず不安になった。

学校を即刻休校にしてほしい

濃厚接触者狩りは無駄！やめるべきだと思う

海外のように職員や子どもへの定期検査を実施して欲しいです

今こそ補償付きで全国休校措置を取ってくれたらと思った。

濃厚接触者の定義が分からず、知りたかったが、忙しいと思い保健所へ電話することをためらった。保健所と保健士
の下図を増やして欲しい。

民間PCR検査で陽性になった場合の対応が整備されておらず、県・保健所・病院に電話するなどたらい回し感があっ
た。

指定感染症５類にして、インフルエンザのように、早い段階で受診ができるようにしてほしい。あと、重症化しない
子供への過剰な感染対策の撤廃を。
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経済も大事ですが、登園できたと思うとまた休園。子ども達の心と身体と学力が1番心配です。
親達は大変でしたが、以前の一斉休校のほうが安心できました。一気に停止させたほうが回復は早いと思います。

クラスで感染者が出ましたが濃厚接触者の疑いがある。とのことで、濃厚接触者にはなりませんでした。学級閉鎖に
なり、濃厚接触者同等の生活をするように言われました。数ヶ月前でしたら濃厚接触者としてクラス全員が検査対象
だったものが、です。国の、根本を解決せずに増加する感染者に合わせて改悪してしていくやり方には心底うんざり
です。国のトップは仕事ができなすぎではありませんか？

陽性者、濃厚接触者の自宅待機ルールが曖昧だし、よくわからない。納得出来なかった。

過剰な感染対策とやらやめて、とっとと5類にでもして、世界中から非難されてる非科学的で非合理的な鎖国とっとと
やめて下さい。ヨーロッパ見習ってほしい。無症状入院させて医療逼迫とか意味がわからない。制度は絶対変えたく
ない、おまえら我慢しろばかり。医療機関は仕事しろ。2年前なにやってるんですか？いい加減普通の生活返して。感
染対策いい加減にしてほしい。ごく一部のリスク層にいつまであわせないといけない？いつまでもつきあえない。
このアンケート、緩和はいっさいなくて偏ってますよね。

今こそ学校の一斉休校が必要です。子供からの家庭内感染がこれだけ増えているし、子供へまだワクチンが打てない
今、コロナにかかって、家族全員コロナにかかったり、後遺症に苦しんだりする方がよくないです。そして、その間
は休業補償をしてください。

同居家族すら濃厚接触と認めてもらえない。家族が陽性確定時に症状がないと検査してもらえず、一緒に暮らしてい
るのに今から感染者を隔離したら家族は濃厚接触じゃないから学校に行っていいとすら言われた。
また、学校もクラスに陽性がでてもマスクしていたから濃厚接触なしと言われ誰も検査して貰えないし複数人陽性に
ならないと休校にならない。不安で仕方ない。もう町医者も破綻している。
濃厚接触も野放しだし、検査しないから症状がある人も登校し後に陽性だとわかる。
学校無理です。
検査しないから陽性にならないという人ぶかり。公表してないだけ。

我が家は5月に我々両親と子供1人　8月に子供(成人)がコロナ陽性になりました。
8月の20代への練馬区の対応は紙切れ一枚だけで酷かったです。　保健所も電話は繋がらず、家族がいたから食料は宅
配できましたが、一人暮らしなら支援物資すら送られない。紙にはアナウンスも書いていない。デルタで重症化する
かもしれないのに完全に放置でした。テーマパークに就職したばかりの娘はオリンピックでたくさん来場する人達か
らうつりました。休業要請されない限り感染させられに通勤するような物で、、休業補助もなく酷いと思いました。

濃厚接触者を追う事をやめてください。インフルエンザと同等の五類にしてください。

陽性者の守秘義務のためか、前園児濃厚と言う扱いで一週間も休園。繁忙期まっただなかの職場に多大な迷惑をかけ
た。結局我が子は濃厚かいまだに不明のまま保育園再開。今後も陽性者が出る度にこんな対応されたらたまったもん
じゃない。
早急に基準を見直すべき。
言うなら、もう分類を早急に下げ、ハイリスク群への自粛要請と、PCR検査、経過観察で充分。これ以上わかもの子供
に生活の制限させるなんて狂気の沙汰。
濃厚接触撤廃、隔離期間の更なる短縮をつよくもとめます。
早く子どもに元の生活をさせてあげて。
自粛をもとめるのは子供ではなく高齢者です。
挙げ句の果てには2歳以上マスク必須とか寝言は寝てから言えレベル。
また仕事もそんな休める人なんていないからじじばばたよってますけど、本末転倒ですよ。

無症状ワクチン接種済に隔離期間は不要。

いちいち濃厚接触者を特定しないでほしい。インフルエンザと同じかそれ以下のただの風邪として対応してほしい。

濃厚接触者を探すのは即刻やめてほしいです。このままでは経済も立ち行かなくなりますし、人間関係にも良くない
影響が出ますし、庶民の生活が壊れてしまいます。

保護者は2人とも小学校教員です。小学校現場では、家庭内感染で出勤停止になる教員が増加しています。ただでさえ
超過勤務が当たり前な環境で欠員が発生して、残された教員が抱えきれない業務量になります。
文科省には、現場に下ろす提出書類を精選することを要望します。事務量を減らすことから現場の負担を減らしてく
ださい。
財務省には、1~2人の教員が休んでも子供たちの授業に支障がないよう、現場の教員を増やすことを要望します。
政府、文科省、国会には、給特法の廃止を要望します。いくら現場で残された教員がカバーしても、その分の残業代
は出ません。ただ働きです。

早急に新型コロナを感染症2類から5類以下にして欲しい。
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子供の感染、子供がいるご家庭の感染を防ぐためにも国から幼稚園・保育園、学校の休園・休校をお願いしたいで
す。１週間でもいいので…。でないと仕事も休めないし毎日不安です。

無駄が多すぎ

軽症で防ぎようのない感染力の感染症なのに、濃厚接触者を洗い出したりするのは無意味だと感じました。普段から
さまざまなウイルスと共存しながら免疫をつけて生きているのに、新型コロナだけ特別視しつづけることが疑問で
す。過剰対策や過剰反応を政治が止めないのであれば、子育ての当事者である親達や若い世代が変えていかなければ
と、声があがっています。若い議員の方に是非、その声を拾いあげてほしいと思います。

保育園でクラスターが出た時、症状が無いと検査が受けられなかった。又保健所業務が逼迫していて、濃厚接触者は
わからないと言われた。

小学校はクラスの半分が欠席していた時期があったが誰も検査をしていない。
小児科ではほとんど検査は受けられないので、普通の風邪と診断されてしまう。

第六波の特徴は子ども発家庭内感染であるため、一斉休校休園かつ休業補償して感染を食い止めて欲しかった。そう
すればここまて感染拡大しなかったと思う。

ct価を感染力のある30くらいに変更してほしい

分かりやすい基準をシェアしてほしい

緊急の時の回線を大幅に増設してください。少なくとも症状が出た人に検査を確実に受けれるようにしてください。
学校は、オンラインか対面か選択できるようにして、子供の心配をせずにエッセンシャルワーカーの方が働けるよう
に、社会全体に呼び掛けてください。　このまま感染者が増えていく方が、経済を圧迫するので、短期間に集中して
人流を押さえるなり強い措置をとってください。
その際は、海外のように補償もセットで行えば、自殺者も増えないと思います。
政府等にこの切実な思いが届きますように祈っています。

さっさと風邪なんだからアホみたいな対策やめて5類にしてほしい

新型コロナによってかけがえのない時間、経験、お金を失っているのはみんな同じなのに、所得制限で給付金をもら
えません。一律に支給していただきたいです。

早く、インフルエンザと同様、もしくはそれ以下の扱いにして下さい。教育も経済も止まります。

もう5類に下げてほしい。

保健所がパンクしています。保育園の先生もずーーっと頑張ってくれています。現場の方々は何も悪くないと思って
います。現場が少しでも休めるように、楽ができるように、政府がなんとかしてください。子供のマスク着用義務が
どうのとか言う前に、国でかかる無駄なお金を削って現場の役に立つことに回して欲しいです。

市役所の指示と保健所の指示が回ってない

金額的にももっと気軽にPCR検査を受けたい（人混みにやむを得ず出かけた場合なども含め）。←去年家族が濃厚接触
者になりましたのでその時の経験からです。

無症状の濃厚接触者も無料でPCR検査を受けられ施設を作ってほしい。濃厚接触者は、抗原検査では不安なのでPCR検
査をさせてほしい。家庭内感染をひろめないために、陽性の子供と親が入院できる施設がほしい。医療従事者も子供
関連で濃厚接触者が増えて勤務ができないから病棟を閉めている、救急搬送を受け入れられないと聞いている。どう
にかできないか政治家が考えてほしい。もう2年以上経つのに、保健所も増えていなくて、改善されていない。

給付金10万円以上を速く全世帯に配れ

給付金を速く。もう生きられません、餓死します。

我が家の場合は、母陽性、父子陰性であったため宿泊療養することができたが、数日は隔離が不十分ななか生活する
しかなかった。家族で一人感染すれば皆が感染してしまうおそれがあるので、早期に隔離できる体制が整備されると
良い。

新型コロナを早く5類以下に下げて普通の町医者でも診てもらえるようにしてください。熱でつらくて苦しいのに何件
も何件も病院に電話し6件目でようやく予約が取れました。それも、21時以降の予約です。

学校の友達（学年違う）の濃厚接触者になりました。友達とは、マスクをせずオヤツを食べたり、サッカーをしてい
て、濃厚接触者になった可能性がありました。
保健所が濃厚接触者の認定をしておらず、学校でもクラスが違うので学級閉鎖でもなく濃厚接触者認定もされず、自
己判断で自粛するしかなかった。

保険証の提示で検査を週一回受けられるようにするなど、頻回検査の態勢を整えてほしい。
また、どこの学校で感染者が発見されたか公表してほしいし、感染者のいたクラスは全員スクリーニング検査をして
あげてほしい。
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ただの風邪なのに、休校、休園しないでください。迷惑です
逆に、オミクロンの何が怖いのか説明してください
あなたのような人がいるせいでコロナ騒動が終わらない。
終わらせたくないからこのような事をなさっているのですよね？
お金でももらってるんですか？

政府に対してコロナの給与保証をしてほしい。

子どもが陽性判明後保健所から電話が来るまで１日半程まったので主人の勤務先に連絡をするのにヤキモキした。濃
厚接触者の自宅待機期間などを知らせるのは電話連絡でなくもう少し方法があったのではないかと思います。
上の子が陽性、下の子が農家接触者だったが、陽性判明２日前まで下の子は登校していたのでせめて下の子だけでも
PCR検査をして欲しかった。学校で不用意に感染をさせてしまった子がいたのではないかと気が気ではなかった。
学校にPCR陽性の連絡をした際、だから？というような対応だった。学級閉鎖が相次いで起こっている学校なのに、保
護者が舵をとって話さないといけないのか？と唖然とした。
ガイドライン的な物が決まっているとありがたかったです。

コロナ対策をやめていただきたい

子供の学級閉鎖で休んだ個人、職場への補償がほしいです。

保健所がパンクしてて明日以降の指示など遅い、家族1人が感染したとしたら指示待ちの間にあっという間に家族皆感
染する。1週間だけでいい、児童が通う幼保小中学校を休校措置とれば感染者数は抑えられはず。保護者への補助金も
きちんと出して政府はやれ！飲食店ばかり支援金だして、元々客足の少ない店は支援金もらう方が黒字だと喜んでい
る！元々客付きのいい店なら支援金出さなくても客は選んで行くと思いますよ。

濃厚接触者の判断基準が曖昧でマスクをしていなかった、たったそれだけで10日間も閉じ込められました。息子はと
ても元気だったし、バスケチーム内での出来事でしたが、その他誰も陽性反応も発症もしませんでした。
元気ならそれでいいと思います。濃厚接触者という概念をやめて欲しい。

コロナを早くインフルと同じ5類に落として、症状ある人だけ休むようにしてほしい。

濃厚接触者ではないが夏に高校生の長男が熱中症で高熱が出た時には若いことと、水分が取れているとのことで、相
談センターに連絡してもあまり積極的に検査先を紹介もしてもらえなかったし
自分で電話した総合病院も、病院に来ても何時間も待たせることになるし専門医が見れるかもわからないと言われて
結局検査はできずじまいだった。

検査の拡充

検査できずに待機期間が終わった。もし無症状で感染していたら、他の人に移してしまったら怖い。
保健所の電話が全く繋がらない。

濃厚接触者が7日間も待機なのを無くして欲しい。症状がなければ待機などいらない。

子どもが濃厚接触者になり、人と会う仕事だったため親もPCRを受けることになった。
都の無料検査実施のホームページを見て、近くの薬局でも無料検査ができることを知り直接行ったが、1日の検査数が
2件、10件と非常に少ないことがホームページからは分からず、何軒かたらい回しになった。
そもそも検査キットがなぜそんなに少ないのかも疑問だし、限定数しかできないのであればその旨をホームページで
わかるようにしてほしかった。

登校選択制や分散導入してほしい、通常登校では感染するのを待っているようなもので不安、子供は軽症でも、家族
は重症化する恐れがある、せめて、予防方法は選ばせてほしい

濃厚接触者かどうかは不明だが、クラス全員が学校から配布された抗原検査を各家庭で受けた。

無駄なPCR検査を今すぐ廃止してください。マスクを外させてください。

クラスで陽性者が出たにも関わらず濃厚接触者と言われないまま一週間学級閉鎖

共産党は検査不要なのいい加減わかってください。ほぼ症状のない人、軽い症状しかない人を隔離して何になるんで
すか。風邪と同じようにすれば問題なし。重症になりそうな人だけちゃんとケアすればいいだけです。そんなに隔離
されたいの？　私は隔離なんかされたくありません。極力家に痛いです。

家庭がある人を優先に検査をしてほしい。

子どもの日常を奪わないで欲しい

保育園や幼稚園に家族が自宅で無料で受けられるよう、検査キットを配布してするべきです。特に濃厚接触者は受け
ずに症状がない場合は登園が許可されているのが、不安と感染を広めてる原因になってます。

いいかげん二類扱いをやめて、普通の風邪として扱ってほしい。濃厚接触者の自宅待機の期間も長すぎる。意味がわ
からない。
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下の子の保育園で陽性が出ました。濃厚接触者の特定に1日かかり、上の子も登園できず。保健所が逼迫しすぎて濃厚
接触者の特定を止めたため、濃厚接触者には該当せず行動制限はなかったものの保育園は1週間休園。仕事ができませ
んでした。私は業務委託契約を頂き仕事をしています。お金の問題ではなく、こういうことが続けば契約を切られて
しまうこともあり得ます。そう思うと睡眠時間を削り夜間に仕事をするしかありません。昼は子どもと遊び夜間に仕
事。倒れかけました。

濃厚接触者の特定は江東区の保健所が逼迫してらこともあり、3日間くらいかかるとの事で、小学校が休校になり、濃
厚接触者なのかどうかも判明されない不安のまま自宅待機でした。濃厚接触者の疑いがある為、下の子は保育園には
行けず。夫も念のため職場に現状を連絡し、1日お休みしましたが、特に食事の用意が大変でした。
給食もたくさん余ってたようです
フードロスなど、SDGsの観点からも
給食を校庭などで
テイクアウトや、パンなどは売ってもらいたかったです。
夫の職場はコロナ禍の休みを有給休暇で取得するしかないよです。
制度があるのに企業に寄ってやらないのは
面倒なだけで、制度は使うべきところ
だと思います。

クラスメイトが感染しても学校からお知らせはなく通常登校のままでした。誰も検査を受けていません。後になって
から、体調不良の子が同じ頃に3人コロナになっていた事がわかりました。学校からはお知らせも学級閉鎖もないまま
でした。うちは自主休校していたので感染への不安はありませんでしたが、学習支援は少なく、欠席扱いになってい
ます。

オミクロンでは感染拡大が想定できたので、特に焦らず困らなかった

重い症状は出なかったし、2日で治ったので、現状の「危険なウイルスである」という前提の対応は異常であると言わ
ざるを得ない。元々子供は重症化のリスクが極めて低いと言われてたし、もう普通の風邪として扱うべきでは。

いい加減に非科学的なコロナ対策は終わりにしてほしい。もはやコロナとの戦いではなく、コロナ対策との戦いに
なっている。

仕事先の方の学校で陽性になった関係者がいて休校になり、下の子も関係ないのに幼稚園に登園拒否され、仕事にい
けなくなりました。それで仕事先を閉めざるをえなくなりました。1ヶ月以上休園している幼稚園もあります。
陽性になったからなんなんでしょうか？インフルエンザと同じ程度で復活できるなら、一斉に休校したり、関係者を
全部拒否して教育や仕事を止める必要があるんでしょうか？過剰反応で生活がめちゃくちゃになっています。行事も
全てなくなり、やりがい生きがいを感じにくい日々がもう2年も続いています。コロナにたいしては何の不安もありま
せんが、世の中の過剰な感染対策にどんどん不安がつのります。

子どもが陽性判定を受けました。
検査・受診共に、車でとの指示があり自家用車の無い家庭は対応が難しいだろうと感じました。
全て電話連絡で事態が進んでゆき、感染を証明するものが手元に何も残らないことも気になりました。
助成や見舞金、保険請求等のために必要な証明書類を遠方の窓口まで受け取りに出向かなければなりません。
保健所の職員さんがお忙しい中とても親身に対応して下さり大変心強かった一方、まだまだ市民に寄り添った対応に
近付けるための改善点があると感じました。

マスクしてれば毎回濃厚接触者なしで誰も検査しない。で、その後何人も感染源がでる。又休校も濃厚接触者もな
し。
基礎疾患がある子もいるのに、どの学年かもしらせてもらえなく休むしかない。その間サポートはなし。

検査体制の充実、進捗状況の周知

お金欲しい

2類やめて
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夏にデルタ株に感染し、その際色々思うところがありましたので書かせてください。

高熱続きで動けず家から出ることもできませんでした。(39-40度が10日続いた)
運良く往診検査の申し込みができて自宅でPCRを受けることができましたが、車もない我が家では往診予約が取れな
かったら、トイレに行くのもギリギリの中、徒歩圏外の検査できる病院まで行くことは不可能で、陽性判定すら受け
られなかったと思います。(しかしその後、副鼻腔炎の薬をもらいたく、保健所に相談して発熱外来にかかるのはokと
のことだったので診察をうけようと病院に電話したところ陽性者不可とのことで断られました。往診はもう予約が取
れませんでした)

家族は濃厚接触者になったため検査を受けようとしましたが、自転車で行ける範囲にある発熱外来は「濃厚接触者の
検査は不可」とのことで、何のための発熱外来？と疑問に思いました。結局、検査を受けるためにはタクシーや電車
に乗らないと行けない病院しかなく、ウイルスを撒き散らしてしまう恐れを考えて家族は検査を受けずひたすら家に
1ヵ月閉じこもっていました…

濃厚接触者の検査を受けるために多数の人が現在も病院に行っていると思いますが、ウイルスを撒き散らしうつし
あっている可能性も高いと思います…有症状者や濃厚接触者が移動しなくて済む仕組みが必要ではないでしょうか。

有症状者や濃厚接触者の検査は検査キットを送っていただき、在宅でできるようにしていただきたいです。

あとは、保健所から「療養解除のタイミングは基準に合わせてご自身で判断してください」と言われ、そもそも電話
も繋がらなかったので、解熱後指定の日数が経過するまで(陽性確定日から14日間)療養していたのですが、その後証明
書の発行が必要で療養した期間を伝えて発行を依頼したところ、最短の療養日(10日間)しか発行されず、問い合わせた
ところ「延長は事前に保健所に相談して認められた場合のみ認められます」との返答で、事前にそんな話は一言も説
明を受けておらず腑が煮えくり返りました。

休業や保険の申請で必要だったので、何度も電話でやり取り(交渉)してなんとか実態に合わせた証明書に修正いただき
ましたが…修正発行が確定してから保健所の別の部署から再度問い合わせがあったり、10日バージョンの書面の返却
が必要だったりと、病み上がりの身にはストレス多く辛い出来事でした。

また、検体取得日と検査結果判明の日が異なる場合、結果判明日が療養開始日になりますが、こちらも納得がいきま
せん…
私は月曜発症→木曜にようやく予約が取れて検査→土曜に結果判明したのですが、療養開始日は書面上「土曜日か
ら」になります…(月〜金は諸々対象外)検体取得日の木曜時点で陽性であることが土曜に判明しただけなので、療養開
始日は木曜になるんではと思うのですが…なんらかの手違いや大混雑で検査結果判明が大幅に遅れた場合、療養開始
前に治ってしまうことも起きうるのではないでしょうか。検査結果が早く出た人と遅く出た人で療養開始日に差が出
てしまう仕組みになっています。

こちらも本来は発症日、遅くとも検体取得日を療養開始日にしていただきたいと思います。
２の３

保育園での濃厚接触者の為、母親は補償の対象にならず、有休でなんとかしなければならない。一週間は休むことに
なってしまっている。今後陽性者が増えて、自宅待機期間が延びたときに補償がないと困る。一度ならまだしも何回
も可能性があることなので経済的に心配。

田舎ということもあり、まだ保育園や家族内で陽性者は出ていないが、出たときに突然休園になるのではという不安
が強い。市内の学校では一人の陽性者で3日ほど休校になっている。少数なのであれば、陽性者が出たというアナウン
スだけで(希望者のみ自主欠席)、通常通り園や学校を続けてほしい。

小学校の黙食、マスクなど本当に必要でしょうか？音楽の授業や運動会を無くし、子供達の笑顔を隠してまで対策す
る病気とは思えません。

早く5類にしてくだされば良いのではないでしょうか。意味の分からない感染対策を半強制的にする制度もやめて頂き
たいです。子どもにマスクをさせようとしていることへも疑問と発達への不安しかありません。教育者たちは子ども
へのマスクの弊害は理解されていないのでしょうか。もうみんな呆れていますよ。一日も早く普通の生活に戻してい
きませんか。よろしくお願い致します。

どういう流れでどこから連絡が来て、どういった支援があるのか、などが不明なまま過ごした。発熱外来をしている
病院で陽性判定が出た時に、自宅療養についての流れがわかる資料を配布したら良いと思います。病院で、「明日、
保健所から連絡あるので従って下さい」だけだったのですが、保健所から連絡があったのはその３日後でした。
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幼稚園の子供一人が陽性者になり、その後、同じ学年の園児全員が濃厚接触者となったが、濃厚接触者かどうかの判
断が出るまでに2日もかかった。その間は幼稚園の独自の判断なのか、陽性者を特定させない為か、何日まで休園です
といった、とてもふわっとした情報しか共有されず、濃厚接触者と判定が出るまでの間に習い事に行ってしまう人も
いた。いつ発熱したのか、いつが最終登園日かなど、こちらで判断できる情報が何一つ共有されなかったことや、身
近でコロナ陽性者が出たことが初めてだったため、保護者側もその後濃厚接触者であると言われる方が予測しづら
かった。濃厚接触者は個別に連絡がいっているのでは？などと憶測が飛び交っていた。園ごとに独自で対応だとこう
いった事が起こる為、周知するべき情報のマニュアルみたいなものを全国の保育施設で共有した方が良いのでは無い
かと思った。うちの園の場合は、例えば最初に陽性者が出たというお知らせのときに、保健所に問い合わせしている
が、濃厚接触者の判断に時間がかかっていることや、同学年の園児全員が濃厚接触者になる可能性があること、陽性
者の最終登園日などを共有されるべきだったのでは無いかと思う。これでは無自覚にコロナをばら撒いてしまうと思
う。また、2日後に急に濃厚接触者です、と言われても、検査をどうしたら良いかなど何もアナウンスが無かった。市
役所のホームページで調べても、発熱した場合しか書いておらず、発熱していなくて検査が必要な場合の案内が見つ
からなかった。

濃厚接触の自粛期間の短縮、症状がなければ検査は不要

学校や保育園からの保護者あて文書には、発熱時のみならず、咳やのど痛の症状でも医療機関に受診してから登校す
る旨言われている。実際に、該当する症状(微熱、のど痛、咳、鼻水)が子どもにあったため医療機関を受診したが、発
熱症状がないからか、PCRや抗原検査はされずに登校許可された。オミクロン株の性質や感染状況の急拡大のなか、こ
れで学校や保育園にたいして、コロナ感染はしていないとの証明になるのか？また、保護者や子どもは感染はしてい
ないと安心できるのだろうか？

濃厚接触者の判断が曖昧。特にオミクロン。前なら濃厚接触者になってたはずだが、会社がまわらないので指定しな
い。検査しないになっている。

まずは感染が広がらないように検査体制の拡充と医療環境の充実にお金を使ってください

濃厚接触者が家族に出たら子どもみんな欠席させねばならず、子どもが代わる代わる濃厚接触者になり、１ヶ月以
上、子どもみんな欠席している。
検査をしてくれるか検査キットが欲しい、陰性ならば欠席措置を解除して欲しい。

とにかく、どうすればいいのかのアナウンスがなにもない。買い物にもいけないし、換気は？ゴミ出しは？わからな
いことだらけ

濃厚接触者になったと電話で告げられただけで、症状がでなければ自宅待機解除、出たら医療機関にかかるように陽
性者の出た施設から電話があっただけでした。なにか待機期間中に使える制度などがあれば詳しく知りたかったで
す。

濃厚狩り不要。害悪しかない。韓国は、ワクチン接種完了者は濃厚接触者の隔離なくなりました。日本はなんでいつ
まで？ヨーロッパは規制撤廃、韓国もその方向。日本だけいつまでこれ？なんのためのワクチン？早くインフルエン
ザと同じ扱いして下さい！鎖国も不要。

早く普通の風邪と同じ扱いにして欲しいです。子供の体調不良ならもちろん仕事は休みますが、相次ぐ休園の度に休
んだり在宅にしていては会社に申し訳ないです。特に幼稚園に通う学年の子は集団生活の経験が大切な時期です。こ
の様な生活が始まってもう二年です。子供がまだ一人もなくなってない、亡くなった方の年齢の殆どが60代から80代
の病気のために働き世代を苦しめるのはやめてください。私の85になる祖母も孫やひ孫に会えない、若者がかわいそ
うといってます。

陰性だったのに10日間休まなければなりませんでした。休業補償、ありませんでした。それならば欧米にならって、
コロナによる規制を解除してもいいのでは？と思いました。

コロナに感染しても殆ど重症化する例のない児童生徒に検査をさせたり陽性だ濃厚接触だなどと隔離するといった荒
唐無稽な行為は一切やめていただきたい。
児童生徒や学校に弊害しかない学級閉鎖も最小限にすべき。体調を崩した児童生徒が休めばそれで十分である。

保健所からの指示ではなく自治体と保育所の指示で突然自宅待機になりました。それ以外の指示はなく、検査するの
かどうかもはっきりせず、家族全員が大変な思いをしました。ある程度のルールや、検査の準備などがあればもっと
不安が減ったと思う。

政府も行政機関も頑張っておられます。

濃厚接触者でしたが症状は何もありませんでした。また結果も陰性だったのですが、なかなか結果も出ず検査する意
味はあるのかちょっと疑問でした。
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周りにたくさん感染者がでて、症状に苦しみ後遺症、ただの風邪ではないといっているのにこの時期に学校の感染対
策を緩める意味がわからない。
学校こそ無法地帯になっている。ひどい風邪でも学校にいまこさせている親がいて、日数を減らし学校に行っても風
邪をもらい家族に蔓延。マスクを家でしても、小さな子のお世話をしていると感染対策に限界があります。
オンライン授業や登校選択制もすすまない現状にも不満です。
周りは自分の子に明らかに症状があっても、学校に行かせ、誰かに感染させ、自分は検査せず、周りに検査させる考
えの人もいて厄介です。
コロナに学校で初めて感染者がでたら、医療従事者の子供と言われて、我が家は医療従事者なので腹が立ちました。
実際、医療従事者はかなり気を遣い感染対策をしています。咳をひどいのに行かせてる人がこんな発言をしました。

濃厚接触者という定義と濃厚接触者の自宅待機期間を無くせ。

去年は濃厚接触者でpcr検査を受けて出社できたのが、今回は症状がでないと検査できず。会社からは自宅待機要請
で、1週間休むことで困りました。

陽性者が出たくらいで休園にしないで欲しい

中国を見習って、「検査は、いつでも希望したら受けられること」「罹患した場合に隔離と治療が受けられること」
を、行ってほしい。健康保険料を支払っているのに、一番困る治療が全く受けられず医療にアクセスできなくなって
しまうのは本当に困る。子育てしていて、病院へ行けばなんとかなるというバックアップは大きかった、それがなけ
れば子育てできない、現状は少子化を助長していると思います。

発熱外来に電話つながらない。家庭内感染二人目以降は陽性判定されるだけなのためにしんどい中電話するのはやめ
た。アプリとかで受付してもらいたい。
子供にとってはただの風邪。PCR検査せずに学校で間違いなく広めている。飲食店の自粛は無駄なコスト。学校に対す
る対策を

クラスに陽性者が出てた場合、濃厚接触者への身の連絡のみで、クラスの保護者に連絡がない。その為、数日でも自
主欠席をする判断が出来ない。

早く5類以下へ

抗原検査キットなどをもっと手に入れやすくして欲しい。

濃厚接触者の家族の振る舞いを決めて欲しい

政府へはとにかくちゃんと検査出来る様にお金使ってほしい。保健所で臨時で人雇ったり、衛生用品や食料配ったり
してほしい。そもそも大量にPCR検査する機械あるのになぜそれを全国的に配らないの？検査の数字を見ながら行動し
てるから検査の数字マジでごまかさないで。
医療機関はただただ有難いので、手厚い手当を政府さんマジで支払って。アベノマスクなんか要らないからその費用
医療機関に回してあげてください。
本当島国、マスク文化定着、靴脱ぐ文化、キスハグしない文化ってめちゃくちゃ良いカード持ってるのに、ここまで
死者が多いのは政府の舵取りが下手だからとしか思えません。

積極的疫学調査をやめてほしい。健康な子供を授業休ませないでほしい。テストで点が悪かったら誰が補償できます
か？

5歳児が陽性になりました。保育園休ませて、ほとんど外出していなかったのに家族で1人だけ陽性になりました。1時
間弱の習い事か公園で遊んだ事が原因かと思っています。陽性がわかったのは薬局の無料PCR検査を定期的にやってい
たからで、無症状の陽性乳幼児が世の中にとてもたくさんいるのではないかと思っています。保育園等は陽性者が1人
出たらクラス全員検査をしてくれますが、習い事にはそういうシステムがなく、目立ってはないですが感染の温床に
なっているのはないかと思います。習い事に検査キットの配布や休業保証してもらえる仕組みを作って下さい。乳幼
児の家庭内隔離は不可能です。乳幼児が感染したら、無症状でも保護者1名と入所できる隔離施設に必ず入れるように
して、家族内感染を防ぐことができるようにして欲しいです。

ホントに、元気な子まで濃厚なだけで休ませる必要ありますか？陰性なのに。

保育園休園の後小学校学級閉鎖となり、仕事休むに休めず、低学年で1人で留守番させました。とても心配でした。何
かあったら後悔しかありませんが仕方なかったです。こういう家庭沢山あると思います。

感染が急増しているが保健所と一部医療機関が大変なだけなので、早くインフルエンザ並みの扱いにしたほうが良
い。

濃厚接触者が出たのか、感染者が出たのか一切知らされないのでかえってこわい。

かかりつけの病院で検査をしてもらい、その場で即陽性と出て助かりました。

喘息や飲めない薬があるため、万が一罹患した場合の不安を感じたため、自主休校をさせています。オンラインなど
は全くなく、行くか行かないかの二択、学びの保証なんてありません。また、ウレタンマスクの生徒も多く、学校か
らは不織布の推奨などもありません。家族が濃厚接触者になった場合、本人が元気なら登校可能など、感染をふせご
うとしているようには感じません。
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祖母が陽性になり私と2歳の娘が濃厚接触者に。自宅待機中に基礎疾患のある娘の呼吸が苦しそうな様子になり、どう
したらいいかわからず。感染相談センターに電話するとかかりつけ医に電話して受診しろと言われ、近所のクリニッ
クに電話すると基礎疾患を診てもらっている総合病院に電話を入れるよう言われ電話。発熱外来の予約をとろうとし
たが自家用車での受診が必須との事。車を運転できるのは陽性の祖母と濃厚接触者の祖父だけ。車から降りなければ
大丈夫という事で祖父の運転で受診。結果は陰性、もともとの疾患の他に喘息だと診断されました。発熱外来を受診
した事で感染する可能性がある事なども医師から言われました。濃厚接触者になっている時にどうしたらいいのか、
全く情報もない不安だらけのまま100%自助共助で乗り切りました。

保健所の手が回っていない。検査結果や自宅待機の解除連絡など待ち続けてやっと来る。

事業者に協力してもらわないと給付金申請ができないので従業員個人で申請できたら助かります。

保育園からの濃厚接触者認定の通知。そこから特に何の連絡もなく一週間休みになり登園。

子どもを検査してもらえるように、もしくは検査なしでも遡って診断してもらえるようにしてほしいです。
子どもが発熱し受診すると、胃腸風邪、コロナの可能性はあるが、うちでは唾液検査なので感染の可能性があるため
子どもの検査はやってないと言われました。その後、母である私にうつり、コロナ陽性が出ました。状況的に子ども
が保育園から持ち帰ったのかと思います。（残りの家族である夫は私の後に感染しているので）
同時期に調子を崩した同クラスの他の園児たちも風邪と診断されたようで、そのまま登園し、親に感染してコロナと
いうことが分かるというという有様です。子どもが感染してる可能性があるのにプライバシーを理由に公表もされな
いので、気をつけようもありません。みなし陽性であっても「陽性」という事実がないので保育園も休園にならず、
消毒・濃厚者認定が行われず、今もクラス内で感染が静かにじわじわと拡大しています。（親が陽性になると子ども
は出席停止にはなりますが、他の軽症の子供が登園しつづけ感染を広げています）
私がコロナ陽性と分かった時点で、他の病院に子どもを検査してほしいと問い合わせましたが、既に症状もおさまっ
ていることもあり検査キット不足を理由に断られました。（保健所は訪問検査やキットの送付はやってないとのこと
です）
そもそも私の感染が分かった後では、出歩くわけにはいかず、検査のために子どもを病院にも連れていけませんし、
夫も症状が出始め1番しんどい時だったので、探す気力もありませんでした。
私が住んでいる大阪では、無症状の人向けに無料検査を実施しているのに、濃厚接触者や症状がある人が逆に検査で
きないという矛盾を感じます。
子どもの陽性を確認できず、1/31以前だったため、みなし陽性の診断もおりなかったので、子どもの医療保険の給付
金もおりません。こんなにしんどい思いをして、保健所には一週間近く放置され不安な思いし、検査しないことが原
因で感染が拡大され、お金ももらえず色々がっかりしました…。
軽症である子どもの検査することで、保育園が適切な対処・保健所へ手配をすることで感染拡大をくいとめることが
出来ると思います。

バカげた隔離不要。英国は陽性者の隔離もなくなる。韓国は間2/9から、同居しているワクチン未接種者と高齢者等施
設内の濃厚接触者以外は隔離不要。日本だけ周回遅れ。みーんな隔離に迷惑している。家で元気なのに、出勤してる
人は大変とかバカみたい。まともな国は経済優先で高齢者の票目当ての低能バカ国だけがこんなことしてる。

クラス内で10人以上が休んでいても、大阪府の独自基準、直近3日以内というルールにより学級閉鎖になりません

個人情報保護や差別防止の観点からか、陽性者が「保育園の関係者」としか知らされず、また保健所の逼迫もあり濃
厚接触者も特定されず、2名出てますがずっと開園しています。これでは感染が抑えられるはずもありません。重症化
はせずとも後遺症の有無も分からない状況下、子供の安全を守る気はあるのでしょうか。保育園の性質上、開所が前
提なのかもしれませんが、休園にならない限り仕事も休み辛い状況です。いつかかってもおかしくない不安の中、休
ませたくても休ませられないことが本当に辛いです。育休や産休の方に登園自粛を促すだけではなく、エッセンシャ
ルワーカーの方以外も休みやすいように国として子供を守ってほしいです。

こどもが保育園で濃厚接触者になって
保健所からの連絡はなし。
保育園から何度か健康観察の電話があるのみ
症状が出れば自分で病院に行ってって
探すのも自分でしないとだめで、医療逼迫で受けれるかもわからない状況で不安。
こどもはアレルギーもあるから出前とかも頼めないから食料買って家で作るしかなく
外出できないのも困った。
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今足りないのは、重症患者が診られる人材と病院です。コロナ以前から重症患者は数少ない三次救急と一部の二次救
急だけで病床は足りていなかった。大きな病院でもすぐに患者の状態が悪くなれば少ない重症患者が診られる病院に
搬送。
本当に風邪しか診られない病院ばかり、もしくは高齢者用の病院。
欧米と比べて日本の医療は10年遅れていると言われています。
新しい薬も治療も国の承認が遅いし、人材も育てようとしないからです。
特に公立病院にばかりコロナ対応で負担がかかっています。
他の病院の医療従事者は全然自粛していません。
コロナを実際に診ている少ない医療従事者の足をさらに引っ張ってます。
国基準の濃厚接触者の決め方をして病院クラスターも増えました。
コロナ対応病院は国基準の濃厚接触者より厳しくしています。

身近に陽性者が沢山出ています。
子一人がなっても家庭内で症状がなければ家族は検査はされないため、濃厚接触であっても買い出しも何も全て自力
です。
そして外出先で蔓延します。
せめて検査は受けさせて欲しいです。

コロナにかかれば保険がおりる。でも他人からの濃厚接触で自宅待機は給料補償がない。有給ものこってないとその
月の収入がない。その上待機がながい。

濃厚接触者を早く撤廃する

濃厚接触者の自宅待機期間短縮

労災ください。休業保証してください。ちなみに保育園勤務です。自粛協力して下さい。

検査を受ける必要は無い

共働き家庭、学級閉鎖と休園の連続で母親は一ヶ月近く、まともに仕事に行けていない。職場にも迷惑かけて、精神
的に疲れる。

二歳半の次女が保育園で濃厚接触になったと保育園から連絡。翌日検査をと近所の小児科にあたりましたがいずれも
『検査が立て込み結果に10日ほどかかる。症状がないならとりあえず待機でも良いかと。』と言う状況でした。
仕方なく家族4人で正味１週間の待機。症状はなかったと思うのでとりあえず通常通りに戻しました。

川口市の近所の病院は、検査をやっているところが少なく、やっていても狭き門で電話がまず繋がらなかった。オン
ライン診療、郵送検査、実施の病院を増やしてほしい。検査が出来ないと症状が軽い人はすぐに社会復帰してる懸念
がある。

1歳児クラスで陽性者が出て、クラスの子どもたち全員が濃厚接触者とみなされました。親子でPCR検査を受けたいの
ですが、小さい子を検査してくれる病院がなく、仕事にも行かなくて困っています。
小さい子でも簡単にRCR検査できるキットと医療機関を充実させてほしい。

今年ではないですが昨年の五輪の際に妹家族が感染。先に大学生1人がアルバイト先で感染例あり濃厚接触者に。
しかしまず検査してもらえない、役所からの連絡の取り方がわからない、家族が多いので宿泊療養を望むも連絡がと
れない。とれてもラインの自動返信で伝わっているのか不安な状況など。結局、小学生1人が発熱。2人を個室に隔
離。その後、たまたまかかりつけ医で検査を受けることができ咳止めなどの薬を処方されなんとか、
発熱した小学生1人の感染も確認。

その後も宿泊療養先は見つからず、残りの家族は戦々恐々と日々を過ごしました。
待機期間の後半にようやく宿泊療養や陽性者分の食糧が届くが、家族は買い物に出れないため(マスクして買い物行っ
てくださいと言われてもそれは避けたかった)
私からも支援物資をネット宅配で送るなど対応しました。
妹家族は、一軒家でもあったためか残りの家族は無事でしたが、その半月ばかりは経済的にも心身的にもダメージが
大きかったです。
2人も無事後遺症なく終わりましたが、咳と高熱と治療してもらえない不安と孤独感はこれまでのインフルエンザの比
べられるものではなかったそうです

PCR検査を簡単に受けられたり、イベルメクチンを認可してほしいです。ワクチンをうつのは副作用の面でまだまだ不
安があります。
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