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2 男性 平和

4 男性 軽薄な行動を控える社会

5 男性 なんとなく

6 男性 安心出来る

8 男性 ない

9 男性 明るい社会

10 男性 元の社会。

11 男性 特になし

12 男性 一人一人の意識を高める

13 男性 普通の社会

14 男性 日常に戻ればそれでいい

17 男性 国民が愛する国へ

18 男性 平和

27 男性 国のお偉いさんが自分のためでなく、国民のために政治をしてくれる社会

31 男性 政治家を国民がコントロールする強い民主主義

32 男性
またいつ来るかわからない危機的状況のために政府の権限を強めたり、自粛要請が出てるにも関わらず平気で
外に出ている人の意識改革。

34 男性 支え合う社会

35 男性 テレワークできる会社はテレワークする

36 男性 明るい社会

38 男性 誰もが安心して自分の生活を楽しめること。

40 男性 持続可能な社会

44 男性 いろいろな国が協力しあける環境

46 男性 特になし

47 男性 国民一丸となる団結力

48 男性 国民一人一人が自ら責任を持ち行動する社会。

54 男性 誰もが健全に暮らせる社会

55 男性 決め打ちではなく柔軟な対応のできる社会

58 男性 最先端の社会

60 男性 より臨機応変に対応出来る社会

61 男性 いつも通り

62 男性 不要な買い占め、買い溜めが発生しない社会

63 男性 様々な人が医療や化学を中心に物事を考えられるような社会

66 男性 いつまでも平和であって欲しい

67 男性 緊急時により適切な判断を下せる社会。

69 男性 特に考えてない

72 男性 安全

73 男性 みんなが人のことを考えて行動する

74 男性 ネットを活用

75 男性 オリンピックを成功させたい

77 男性 1人1人の高い意識を持つこと

78 男性 危機管理

79 男性 秩序のある社会を目指したい

84 男性 相互依存の縮小

85 男性 安心、安全な社会

86 男性 共生社会

88 男性 一人一人責任ある行動

89 男性 一人一人が協力し、今後このような状況に立ち会ってもすぐ収束できるような社会

90 男性 危機意識を共感したり、支え合える社会になってほしい

91 男性 より不満の少ない社会

92 男性 これを機に、一人一人が責任感を持った行動ができる社会を目指したい。

94 男性 就職しやすい

98 男性 ワンチーム

99 男性 状況に応じた対応を迅速にできる社会

100 男性 一人一人が常識的な考えを持つ

102 男性 普通に外食できる社会

103 男性 健康的な社会

104 男性 金が貰える社会

105 男性 官民一体となって困難に立ち向かう社会

106 男性 皆が安全に暮らせる社会

107 男性 協力

108 男性 国民のための政治

110 男性 特になし

111 男性 ひとりひとりが先を見る社会

112 男性 特になし
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113 男性 平和な社会

114 男性 ネットを活用した新しい働き方が主流となる社会を目指したいです。

117 男性 適当な社会

118 男性 国民全員が安心して過ごせる社会

119 男性 一人ひとりが責任を持って行動できる社会

124 男性 平等という幻想を捨てた社会

125 男性 バブルみたいな

126 男性 国民と政府が互いにサポートしたいと思える社会

127 男性 助け合う

128 男性 まともな人が運営する国会がある国。

129 男性 無事に東京オリンピックが迎えられる

130 男性 安心して働ける社会

131 男性 持続可能な社会

133 男性 自分勝手な行動をせず、周りの為に出来ることを考えながら行動する

136 男性 安心安全健康的な社会

137 男性 お互いの安全を意識し合う社会

146 男性 危機に屈しない社会

147 男性 政治に関心を持つ社会

148 男性 平和

152 男性 わからない

155 男性 ラブアンドピース

157 男性 わからない

160 男性
コロナの騒動が起きる前に戻ってしまっては意味がない。これからもきっと新型の感染症というのはあると思
う。そうなったときに経済的な問題、医療的な問題を今回の件で反省し、次に活かすべきだ。

161 男性 平和な社会

164 男性 平和

165 男性
ウイルスによる危機はいつの時代にもありその危機を国民一人一人がどう考え行動するかが試されている。今
の危機を乗り越えてもその考えを忘れずに行動をとれるようになれる社会になってほしい。

166 男性 安全に暮らせる社会

170 男性 人々が、安心して生活できる社会

172 男性
こんなにも感染が拡大しているのにもかかわらず、サーフィンやパチンコなど不要不急の外出をしている人が
大勢いることが大問題である。今後このようなことが起こったときには、政府側がもっと国民を強く縛り付け
るとともに、国民一人一人が外出を自粛するという意識を持てる社会を目指したい。

173 男性 日本国民一人一人が、もっとラフに物事を考え、しっかり対策を練ること

178 男性 みんなが健康で生きれる社会

181 男性 安心安全な社会

184 男性
安い労働力を求めるあまりに外国に工場を置くのではなく、自国でも生産できるような体制を整えるべきであ
る。

187 男性 感染症に強い社会

189 男性 国民一人一人が危機感を持てるような社会

190 男性 今までどおり安心して暮らせる社会

191 男性 なし

192 男性 臨機応変

196 男性 平和な社会

197 男性 感染症に負けない社会

199 男性 なし

201 男性 今までの日常

202 男性 よい

207 男性 政治家が国民のためにはたらく社会

208 男性 いい社会

209 男性 今までのいらない風習を取っ払って誰もが生きやすい社会を目指したい。

211 男性 そこまでは考えていない。

213 男性 全員が安全に暮らせる

215 男性 社会がどうこうよりもまず生活リズムを取り戻したい

219 男性 特になし

220 男性 中学校

221 男性 無駄がない社会

225 男性 しっかりとした判断のできる行政府をもち、オンライン化の進んだ社会

226 男性 危機感を持つ

228 男性 休業者に優しい社会

232 男性 個人が意識を高め合う社会

235 男性 安全で快適な社会
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236 男性 なるべく早く動いていくこと

240 男性 政府と国民が協力し合える社会

242 男性 協力しあえる

243 男性 危機感を持つ社会

244 男性 一人一人が助け合う社会

245 男性 それぞれが自分で考えて行動できる

246 男性 元通りの社会

248 男性 効率化出来るところは積極的にしていく

249 男性 高福祉高負担の社会

252 男性 各々の生活に規制がかからないような社会

253 男性 今経済が回らないからまわす

254 男性 国によるベーシックインカムの導入

256 男性 今よりはましな社会

257 男性 とくに

258 男性 まだまだ先が見えない中そんな事考えている暇はない

259 男性 みんなで支え合う

261 男性 平和

262 男性 わからない

265 男性 理性を持って物事を冷静に判断でいる社会

266 男性 自身で正しい判断を行うことができる社会。

267 男性 犠牲をできるだけ抑える

268 男性 全て投げ出してもいいじゃないの？ Used to be 諦めるのは easy

274 男性 今まで通りの社会

276 男性 病気の少ない社会

277 男性 社会主義国

279 男性 コロナの収束

280 男性 助け合う社会

282 男性 元通りに生活を送ること

283 男性 まだ学生であり、具体的には分かりません。

285 男性 一人一人危機感をもった社会

286 男性 皆が自制した統制の取れた社会

288 男性 まずは数ヶ月前の社会に戻ることから。

297 男性 みんながもっと元気に過ごしたい

300 男性 世界が同じ方向を向く

303 男性 平穏な社会

304 男性 中国に頼らない社会

306 男性 いい社会

307 男性 みんな協力する社会

311 男性 ウィルスにも強い社会。

314 男性 国民が国家のために一丸となる社会、いざというときは個人より全体を重んじる社会

317 男性 一人一人が自身の行動に意識をする。

318 男性 全てにおいて活気あふれる社会

319 男性 幸せな社会

321 男性 特になし

322 男性 わからない

324 男性 官尊民卑のない社会

325 男性 安心して暮らせる社会

327 男性 感染症に対するあらゆる対策がマニュアル化された社会

328 男性 特にない

329 男性 有事の際に強い国家になってほしい。

331 男性 ない

332 男性 常識をもてる社会を目指したい

334 男性 有事に強い社会

335 男性 普通の暮らしができる社会

337 男性 国民一人一人が自分は関係ないという認識を改め、責任をもって行動する

338 男性 無理しなくていい世の中

340 男性 政府が自分たちの地位や給料を守るためでなく、国民のために動ける政府になってほしい。

342 男性 自衛

343 男性 人が暮らしやすい社会

345 男性 最適化された社会

346 男性 オンラインで物事が進む社会

347 男性 経済が発展する社会

349 男性 いい社会

350 男性 持続可能な社会

351 男性 国民全員が団結して危機を乗り切る社会
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352 男性 技術は発展したものの変わらない日常

353 男性 緊急事態宣言等が出された場合は、給付金を出すべき

354 男性 みんな意見を出すだけで実践するひとが少ない口だけではなく実際に行動を起こすひとが多くいる社会

356 男性 身勝手な行動が減ればいい

357 男性 よい社会

358 男性 特になし

359 男性 分からない

361 男性 温暖化など、世界的問題を抱えない社会

362 男性 政府も民間もバシッと自分の意見を言えるような社会。

364 男性 自分は大丈夫と思い込まないこと

365 男性 夢物語ですが平和で誰もが苦しまずに済む社会

366 男性 腐った政治を改善させたい。

367 男性 特になし

368 男性 すべての人が安全に、平等に暮らせる社会

369 男性 国民一人一人が命の重さを知っている社会

373 男性 変化に対して柔軟な社会。

374 男性 安全に外に出られる社会

375 男性 新型の病気が現れたとしても即座に対応できるように常に準備をしていける社会。

377 男性 他者のことをよく考える

379 男性 急な環境の変化にすぐ対応できる社会

381 男性 経済が安定して給料が上がる社会

382 男性 全ての人が笑い合える社会

386 男性 どんな状態でも一丸となって立ち向かう

389 男性 一人一人が意識を持つ社会

393 男性 政府と国民が一体となる社会

394 男性 一人ひとりが自分の考えを持つ

395 男性 国が一丸となる社会

398 男性 一人一人が意識していく社会

402 男性 第一次産業を守ることと、脱中体制を強化すること。

405 男性 なし

406 男性 他人のことを考える

409 男性 一人一人が危機感を持ちやるできことがわかる社会

410 男性 特になし

412 男性 特に

415 男性 周りに頼らずにすむ社会をめざしたい。

416 男性 不安な思いをしない社会

417 男性 平和

419 男性 分からない

423 男性 平和で穏やかな社会

424 男性 何かあってからでは遅い。国も早め早めの対処を、そして国民が一丸となれる社会になってほしい

426 男性 特になし

429 男性 人と交流が出来る社会

431 男性 もっと他人のことを思える

435 男性 みんなが意識を高く保つ社会

437 男性 国と国民全員が協力して社会を築き上げるような社会

440 男性 最初からしっかりとした方針で進められる社会

441 男性 市民の意見が政府に反映しやすくなる社会

446 男性 一人一人が責任を持った行動をする

447 男性 国民の危機意識が高く、なおかつ、自分の身が守りやすく、特に弱者が守られやすい社会

448 男性 安心

450 男性 相互理解

452 男性 政府が強制力をもう少し強め、何事にも対策を素早くできるような社会

457 男性 先手を打っていけるような政策、対策を実現できる社会

460 男性 各々が自分の行動に責任を持てる社会

462 男性 楽な

464 男性 感染者を増やさないように策略した政治

469 男性
この状況をきっかけにして導入された新たなものは活用しつつ、国民一人一人の危機意識、政治参加への意識
を高め、さらなる有事があった場合にもどうにかして対応できるような社会を目指すべきである。

474 男性 この社会に希望はない

475 男性 一人一人が危機管理をもう

476 男性 現実的な社会

478 男性 野党を潰す
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480 男性 一体化する社会

482 男性 今後何かしらの危機が起きても混乱が起きにくい

486 男性 2度同じことがきても対応できるようにする

487 男性 良い社会

488 男性 社会的弱者にやさしい社会

491 男性
今の状況をいち早く脱出したいのであれば、経済を回す為に営業自粛という形ではなく営業禁止と、弱気では
なく強気な政府が出来ればいい

492 男性 一人一人が自分を守る

493 男性 対策を早く立て迅速に実行できる組織

496 男性 平等に医療が受けられる社会

500 男性 対策の早い社会

501 男性
どのような社会を目指すと言っても、自分には社会を動かすような力は持ってはいないと思うので、なんとも
言えない

502 男性 一人ひとりが意識を持って行動すること

503 男性 世界が協力する

511 男性 明るい未来

512 男性 健康な社会

517 男性 失業者などが増えてると思うからそーゆーのをなくすことと政治から見直して国民が変えていく社会

518 男性 特に無い

520 男性 特になし

521 男性 分からない

522 男性 普段通りの生活

523 男性 オリンピックで盛大に盛り上げる

524 男性 誰もが安心して暮らせる社会

528 男性 助け合いのできる社会

529 男性 対応できるように

532 男性 フェイクニュースに強くなること

533 男性 年齢層関係なく協力できる社会

534 男性 安心

535 男性 医療体制をはじめとする揺るぎないインフラの確立された社会

537 男性 もう正直乗り越えられないと思ってる。諦めてる

538 男性 国民の気持ちに寄り添う

542 男性 若者が老後のために貯金していけるような経済社会

543 男性 特になし

546 男性 人々が幸せになれる社会

548 男性 一日一日を大切にする

550 男性 特になし

551 男性 二度と同じようなことがないように

552 男性 分からない

553 男性 特にない。

554 男性 平和な社会

555 男性 特になし

556 男性 安全な社会

558 男性 政界の人間が信用される社会

559 男性 失敗から学ぶ

560 男性 一人一人危機感を持つこと。

562 男性 人々が安心して暮らせる社会。

565 男性 強い社会目指したい

566 男性 決まりを守る国民、そんな国民をしっかり守る国家

571 男性 国民全体が己の行動に責任を持つべき

573 男性
今の日本政府、及び日本人に乗り越えられるとは思えない。このままいけば感染者は増え続け、コロナの影響
で自殺、犯罪に走る者も増えるだろう。これは当然の結果であり、常に人任せで自らの責任を逃れたいと思う
日本人特有の感情が招いた結果である。人々は生まれ変われなければならない。

577 男性 国民が住みやすい街をつくれるように目指したい

579 男性
感染終息後、速やかに経済を再生させて、誰もが手軽に医療を受けやすい社会構造ができるように目指してい
きたい。

580 男性 生活苦で死ぬ事のない世界。

582 男性 コロナのない社会

584 男性 これ以上死者や感染者を出さずに、パンデミック前の日本に戻す。もう人を殺すようなことはいけない。

585 男性 政府が自粛って言ったらすぐにそれを守る社会を目指したいです

586 男性 経済の面で助け合える社会

589 男性 不要な接触を避ける
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591 男性 安全な社会

594 男性 平和と安寧

598 男性 開疎化した社会

600 男性 国民が安心して生活できる社会

601 男性 いい社会

602 男性 状況に合わせた動きができる社会

603 男性 安全で健全

604 男性 特になし

607 男性 国民に金を支給する社会。

609 男性 国民が危機感をもって協力しあう世の中

610 男性 オリンピックなど国境を越えて盛り上がれる社会

612 男性 すぐに行動でき、世界全体で情報を共有する

613 男性 世界で協力しあう

614 男性 みんなでコロナを防ぐ

615 男性 素晴らしい社会

617 男性 以前と同じ生活が送れる社会に戻ってほしい

618 男性 ゆたか

619 男性 すべての人が他人を尊重し、責任のある行動を求める。

620 男性 お金の流通が活性化する社会

622 男性 危機感を持つ

623 男性 みんなが自分の置かれている状況をしっかりと把握して行動するような社会

624 男性 責任を持てる

625 男性 以前のような平和な世界

629 男性 国民が安心して暮らせる社会

631 男性 素晴らしい

632 男性 なし

634 男性 不要不急な外出を控えみんなで助けあっていく社会

636 男性 政治家・国会議員が国民の意見を取り入れた政治を行う社会にしたい

641 男性 元の生活

644 男性 共助だけではなく自助意識の浸透

647 男性 平和な社会

649 男性 政府の判断と指示が早く国民がそれに納得した上で従う社会

650 男性 安心安全

653 男性 急な状況に対応できる

654 男性 個人で生き抜く社会

655 男性 1人1人が考える能力を得られ様な教育システム

658 男性 特に目指したい社会などない

660 男性 コロナウイルスによる感染者増加が起こる前のようなありふれた社会

664 男性 よりよい社会

668 男性 より良い社会

670 男性 一致団結

672 男性 国民全員が協力しなければならないときに、協力できる社会

675 男性 官民一体の社会

678 男性 また前のような活気ある社会

679 男性 国民1人1人が自覚を持って

681 男性 安心して暮らせる社会

683 男性 安心して暮らせる社会

685 男性 コロナショック前の通常通りの社会経済を目指したい

686 男性 今回のような世界で流行ることがあってもすぐに収束に向けていける社会を目指したい

687 男性 消費税の廃止

688 男性 平和

689 男性 テレワーク

690 男性 とくになし

691 男性 緊急に対応し、国民で支え合う

692 男性 人々が命をより大事にしようと考えると社会になってほしい。

693 男性 特になし

696 男性 不自由がない

697 男性 危機に瀕している場面での一人一人の意識が高くなるような社会

699 男性 わからない。

700 男性 分からない

702 男性 また平和な社会になってほしい

703 男性 平和

705 男性 死者を最小限に抑える

706 男性 お互いが気を遣う

707 男性 分からない
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708 男性
幼児から高齢者まで全ての人が政治・経済状況に少しでも関心を持ち、またその理解を深めてより正しい行動
を自己で行える社会。

712 男性 行動の早い社会

716 男性 日本が「特殊な国」であることから脱出する。

718 男性 批判は必ず出るのでそれに負けない強いリーダーシップを張れるリーダーの育成

719 男性 平和で安全な社会

723 男性 感染症と付き合いながらの長期的にみて安全な社会

728 男性 テキパキと行動できる社会

731 男性 明るい社会

735 男性 一人一人の国民が自覚をもっと持つ社会

736 男性 健康な社会

737 男性 デマ情報の流さない（デマ情報に）流されない社会

738 男性 ネット社会

740 男性 外国のように政府の迅速な判断の元、国民が協力して事態を悪化させないような社会

742 男性 対策法を共有する

747 男性 野党が与党の批判ばかりして会議が進まない現在の反対の社会

748 男性 安心して暮らせる社会。

749 男性 明るくみんなが盛り上がる社会

751 男性 政府に従い、政府も正しい政策を出してほしい

753 男性 平和な社会

755 男性 一人一人がちゃんと意識を持って行動すること

761 男性 普段の生活をとりもどす

769 男性 失われた経済活動を活発化させ、感染症が発生する前の社会と同じようにする社会。

772 男性 特になし

773 男性 まとまっている社会

776 男性 一人一人が考える

778 男性 景気がいい社会

792 男性 平和

793 男性 サイレントマジョリティーが、しっかり意見の言える社会

796 男性 平和、安心、安定した社会

797 男性 自分の命は自分で守る

801 男性 非常時に強い社会

802 男性 科学的知識の重要性が国民、さらには政府関係者にもしっかりと認知される社会

803 男性 国民が高い支持率・理解を預けられる日本政治になってほしい。

806 男性 その前からちゃんと対策するべきなのに出来てない社会に期待は無い

811 男性 平和な世界

823 男性 政府がきちんと機能するような社会

826 男性 より良い社会

828 男性 政治家の欲がなくなる政界

832 男性 まともな人が政治を行う社会

836 男性 迅速な対応が行える社会

837 男性 国民一丸となって、更なる発展を目指していきたい

839 男性 助け合いの社会

842 男性 急な事態への対応ができ、平和な社会

846 男性
危機が起こった時には前例にとらわれずに動く柔軟さを持つ社会、絶対に「休めない」仕事があるという既成
概念を破壊し、経済ではなく、幸福度に重点を置く社会を目指したい。

847 男性 強い社会

867 男性 従来の常識が変わる社会

869 男性 特になし

870 男性
いまだに日本は民主主義と言えども民衆の声が政治に反映されてないと思うため国民が本格的に政治に参加で
きる世の中になりたい。

872 男性 改善する

875 男性 あらゆる不測に対応することのできる安定した社会。

876 男性 政府と国民が信頼し合える国作りが必要

878 男性 一人ひとりいしき

884 男性
今回のコロナだけではなくまだこの先もこういった状況になるかもしれないから緊急事態に強い社会を目指す
べきだと思う

885 男性 コロナの終焉

894 男性 なし

899 男性 怖いものは何も無い、世界に誇れる国

904 男性 政府がもっと機能する社会。

908 男性 とくになし

909 男性 どんな危機にも柔軟に対応できる社会。

912 男性 普通に外出できればそれでいい

914 男性 ワンチーム
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916 男性 とくになし

917 男性 人を思いやる精神。

925 男性 政治に任せるしかない

926 男性

日本はせっかく高い技術力を持っているのに、こういう緊急時に活かしきれていないところがあると思う。
そこには、国や企業のリーダーに柔軟な考えを持った若い人が少ないこと、野党は国会で政策の足を引っ張る
ような批判しかしないこと(もっと建設的な議論をしてほしい)、メディアはいちいち無駄に不安をあおるよう
な報道しかしないこと、それらに影響された国民も政府の政策に協力的ではないことが問題点として挙げられ
る。　普段は政策に批判したり、疑問を持ったりすることも大切であるが、こういった緊急時には、国民が一
丸となって対処しなけらばいけないと思う。　今回の新型コロナウイルスにより危機的状況となった今、様々
な問題点が見えてきたと思うので、これを次に活かせるような社会を目指していきたい。

927 男性 しあわせ

936 男性 人と人が手を取り合いより過ごしやすくなる社会

939 男性 安全

949 男性
災害はもちろんのこと、感染症にまでも経済を含めてしっかりと対策をする社会。テレワークが当たり前とな
り、非効率なはんこ文化を撃滅する社会。

955 男性 信頼できる政府と信用する国民

956 男性 労働時間が守れる社会

963 男性 特に思いつかない。

966 男性 緊急時に迅速に対応できる社会

968 男性 分からない

971 男性 医療が進歩した社会

972 男性 自由な社会

975 男性 安全な社会。

976 男性 国民が協力的な社会

977 男性 特にない

978 男性 一体感がある社会

979 男性 みんなで協力

980 男性 日本人ひとりひとりが危機感を持つ社会

982 男性 医療がさらに発展した社会

983 男性 一部の人が得をしない社会

984 男性 中国と絶縁する

985 男性 政府が国民に医療機関でも、入手限がなくなった家庭への適切な対応をする！

986 男性 どんなことがあっても安心できる社会

987 男性 常に最悪の状態を考える

988 男性 地方と都市の格差がなくなり、地方でも活躍できる社会

989 男性 ない

990 男性 政府が後発的な対応ではなく先発的に対応するべき

991 男性 安心安全

992 男性 あらゆるトラブルに対応し、もしものことが起こっても最小限の被害で済むような社会

994 男性 みんなが協力できるようになる社会

995 男性 もとの社会にもどしたいです！

996 男性 人心をひとつにする社会

997 男性 ひとりひとりが自身を自覚できるような社会

998 男性 一体感のある社会

999 男性 万が一の状況への備えがしっかりと整った社会

1000 男性 様々な人が互いを尊重し合える社会。

1003 男性 一人一人が考えて行動する

1005 男性 平和な社会

1014 男性 差別や偏見のない平等な社会

1015 男性 団結した国民

1017 男性 安心できる社会

1020 男性 ない

1022 男性 みんなが元気になる社会

1025 男性 感染症が流行し始めても最小限の混乱や期間で対応できる社会

1027 男性 失業率が少ない社会

1028 男性 国民1人1人の意見をきちんと取り入れてくれる社会

1032 男性
危機的な状況だと個々が自覚する雰囲気作りや、適切な知識と情報で一人一人が行動する社会を目指したいで
す。

1034 男性 国々が協力し合える社会

1035 男性 みんなが協力し合うこと

1042 男性 安定した社会

1044 男性 明るい社会

1053 男性 ふたたび明るい日本を取り戻す

1058 男性 皆が暮らしやすい社会。
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1059 男性
否定する国民も、それなりの解決策を出した上で否定することが大切。文句だけなら子供でもできるので、野
党も意見を出してる人間を見習うべき。みんなで意見を出そう。

1062 男性 安心、安全

1064 男性 国民一人一人がより強い意識を持って行動できるような社会

1065 男性 一人ひとりがもっといろんなことをしっておくべきで、それの予防などを心がけること

1070 男性 誰もが平等で平和に暮らせる社会

1074 男性
この出来事がありあれほど人権についての教育に力を入れていたにも関わらず何も変わっていない。政府は国
民の声を全く聞き取っていない。国民の声を聞き取り専門家の意見を参考にする、頑固にならない柔軟な国を
作っていかないといけない。

1079 男性 以前のような社会

1089 男性 今まで通り平和な日常を取り戻す

1109 男性 緊急時に政府が法に基づいた明確な指示を出し、国民がそれを理解し実行出来る社会

1114 男性 効率的かつ合理的な社会

1118 男性 安心して住める社会

1137 男性 一人一人が国民なんだという意識を持って生活をすること

1181 男性 政治の更なる改善をはかる社会

1201 男性 一人ひとりが助け合いの精神を持つ社会

1 女性 特になし

7 女性 ツイッターばかり信用しない

15 女性 国難に打ち勝つ社会

16 女性 みんなが幸せになれるような社会。

19 女性 とにかく元の生活に戻ってほしい

20 女性 一人一人が心に余裕を持ち、自分だけではなく周りのことも常に考えられるような社会

21 女性 危機的事態を他人事だと思わない個々の意識上昇

22 女性
自分に何が出来るのか、何をすべきなのかということを状況に応じてしっかり判断できる力を国民一人一人が
備えた上で日常生活を送れるような社会

23 女性 また前のような自由な社会

24 女性 平和な社会

25 女性 新型ウイルスによる混乱が起きない社会

26 女性 必要な人にすぐに必要な支援を行えるような社会

28 女性 意識する社会

29 女性 ない

30 女性 ちゃんとした政治ができる人達を選ぶこと

33 女性 政府のせい、人のせいにしない。自分の行動に責任を持つ。

37 女性 助け合う

39 女性 国民が自由に外出できる社会

41 女性 感染を防ぐためにも、一人一人が意識を持って行動しないとこの、状況は乗り越えられないと思う。

42 女性 適切な判断を素早く出来る社会

45 女性 政府がもっとしっかりした社会

49 女性 国民が政治により関心を持つ社会。

50 女性 わからない

51 女性
誰かを批判し誰かに責任を押し付けるのではなく自分に何ができるかどうするかなど、トラブルが起きた時自
分事として考えお互いに助け合いができる社会。

52 女性 特になし

53 女性 とくになし。

56 女性 上手く収束して欲しい

57 女性 国民一人一人がしっかりとした考えを持つ社会

59 女性 自分を守ることは人を守ることにもなるという意識を一人一人が持ち自覚して生活できる社会。

64 女性 誰もが周りに流されず協力し合える社会

65 女性

１０万円の配布についても賛否両論が出ているが、全員が納得する形というのはないと私は思っている。政府
は今の段階で今後起こるであろうことを想定してできる限りのことを素早く行うことができるようになること
を望む。今回は対応が後手後手に回っていると感じた。国民もまだまだ意識が足りないと思う。コロナの拡大
の原因は政府だけじゃなく事態を軽くみて行動した人の責任も大きい。一人一人の協力や意識改革が大事だな
と思った。コロナの不安をあおるばかりではなくみんなで責任を持った行動をしようというムードが想像より
流れなかったのが残念。

68 女性 一人ひとりが責任感をもつ

70 女性 早く元の生活に戻ること

80 女性 禁止ができる国

81 女性 わかりやすい

82 女性
何に関しても今は賛否両論は必ずあると思うがそこで争っていても何も解決しないからまずは国全体で協力し
て乗り越えたい。そして前と同じような生活に戻りたい。

83 女性 政府の要請に対し他人事の様に流すのではなく自分で責任をもち行動するような社会

87 女性 きちんと人に対して敬意を払う

95 女性 特になし
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96 女性 全員が協力し合う

97 女性 特になし

109 女性 外国のように思い切った対策ができるような国

115 女性 わからない

116 女性 一人一人が無関心にならずに今の状況を心身に受けとめるべき

120 女性 自己防衛

121 女性 他人のことを考えられる強力意識が根付いた社会。

122 女性 協力し合う社会

123 女性 特になし

132 女性 みんながルールを護る世界

134 女性 自分勝手な行動をする人がいなくなるような世界

135 女性 安心な生活

138 女性 人を差別せず、互いに助け合う社会。

139 女性 国民一人一人が責任を持ち、政府は国民に寄り添う社会。

140 女性 特になし

141 女性 特になし

142 女性 国民一人一人が意識を高めていける社会

143 女性 自分には関係ないと思わせないように危険性をしっかり共有できる社会。

145 女性 根本的問題から目をそらさず向き合う

149 女性 とくにない

150 女性 国から命令されたことは守って欲しい。

151 女性 協力しあって事態が少しでも早く終わらせる気持ちを持つ社会

153 女性 新型コロナウイルスが流行する前の社会。

158 女性 自分の身は自分で守る

159 女性 国民の自主性が生まれればいいな

162 女性 皆で助け合っていけるような社会。

163 女性 国民が一つになる

167 女性 国民一人一人が政治に参加する社会

168 女性 一人一人が責任ある行動をとる

169 女性 特になし

171 女性 平和な社会

174 女性 若い人も積極的に政治に参加する社会

176 女性 他人事にしない社会

177 女性 分からない

179 女性 要請を受け入れることが出来る社会

180 女性 自分のことだけでなく他人のことも考えれるような温かい社会

182 女性
国民一人一人が感染防止を心がけて、少しでも感染者を減らして気軽にやりたいことが出来るような社会を目
指したいです。

185 女性 経済の回る社会

186 女性 平和な社会

188 女性 もっと一人一人が責任を持ち、インフルエンサーでもあることを自覚。

193 女性 平和な社会

194 女性 感染病に恐れずに自由に外出ができるような

195 女性 平和な社会。

198 女性 当たり前の生活

200 女性 国民がお互いを助け合い社会の状況にしっかりと向き合える社会

203 女性 国民全員にとって暮らしやすい社会

204 女性 みんながそれぞれ役割を持つ社会

205 女性 みんなが安心して暮らせる社会

206 女性 みんなが外出を控え、生きててよかったと思える社会

210 女性 多くの人が笑顔で暮らせる社会

212 女性 すぐに対処できる能力をもつ

214 女性
医療が充実し、危機的状況の際には政府や国民がいち早く危機感を持つことでダメージを最小限に抑えられる
ような社会。

216 女性 安心できる

217 女性 一人一人がより強い危機がを持つ社会。

218 女性 わからない

222 女性 いかなる状況でも迅速に対処する適応力のある社会

223 女性 わからない

227 女性 人と人が支え合う社会。

229 女性 特にない

230 女性 協力

231 女性 きちんと政治に向き合う社会

233 女性 国が安全のために権利が使える

234 女性 好きなところに自由に出かけられる社会
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237 女性 世界に驚かれたい

238 女性 官民一体となって平和を維持していける社会

239 女性 とくに

247 女性 なし

251 女性 国民が困ったときに政治家たちがちゃんと助けてくれるようになると思う。

255 女性 わからないです。

260 女性 以前のような社会

263 女性 ストレスのない社会

264 女性 皆が自分の行動に責任を持つ

269 女性
国民一人一人が助け合い、呼びかけ会える社会。政治の協力も必要不可欠ではあるが頼りすぎず、できること
は国民がやっていける社会

270 女性 政府に任せっきりにしないでみんなが一丸となって命を守る社会

271 女性
今まで通りの生活に一刻も早く戻れるように、自分の行動に責任を持って、三密を避け、世界全体で経済や、
事業者に対する措置を考えて、周りのことを考えられる社会に変えてゆきたい。

272 女性 政治家がしっかりする。余計な政治費用や言い合いのない政治

273 女性 全員が幸せになる社会

275 女性 平和な社会

278 女性 国民一人一人の意識をもう少し高めるべき。

281 女性 国民一人ひとりが国民という自覚をもち、政府も新しい風をとりこんでいくべき。

284 女性 自分の身は自分で守れるよう判断でき、政治に対して自分の意見を言える社会を目指して欲しい

287 女性
自分のために生きるのももちろんそうだが、それよりも他人のためになる、そういう行動をする人が増えてほ
しい。思いやりという言葉は日本人だから当たり前って思うかもしれないが、今こそ思いやりをもう一度改め
て考えることで、平和な日本っていうのが見えてくると思う

289 女性 一人一人が責任を持って行動できる社会

290 女性 今回の事を教訓として、感染症の恐ろしさを把握して責任ある行動をとるようにすることを各々が意識する。

291 女性 平和が一番

292 女性 多様性を受け入れる

293 女性 結束力の高い社会

294 女性 なし

295 女性
この危機的状況で得たことをこれからの社会で良い方向に進めてほしい。休業した企業が今まで以上に利益を
得られるような社会になってほしい。

296 女性 安心安全に過ごしたい

298 女性
日本のリーダー格の人たちが少し頼りないと感じたので、当たり前のことだけど選挙に参加したい。SNSで文
句を言うだけでなく自分たちの行動で日本の未来を変えていく

299 女性 決断を早くして、危機感を持つ

301 女性 日本が嫌いになってるので収束したら出て行きます

302 女性 他人事で物事を捉えない、自己防衛意識が高い社会

305 女性 わらっていたい

308 女性 わからないです。

309 女性 特になし

310 女性 平和

312 女性 一人一人がよく考えて行動する社会

315 女性 国民が安心して暮らせる社会

316 女性 なし

320 女性 特になし

323 女性 安心して生活できる社会

326 女性 みんなが一つにまとまる

333 女性 国民一人一人が意識を高く持って、みんなのためにと思える社会

339 女性 景気が良くなり、就活も内定取り消しや採用数減などが無くなり上手くいく社会。

341 女性 一人一人の意識がかわる社会

344 女性 国民に優しい社会

348 女性 国民が平和に幸せに生きられる社会作りにしたい

355 女性 安心して生活したい

360 女性 平和な社会

363 女性 より良い社会

370 女性 他人のことを思いやれる社会

371 女性
もっと様々な問題に素早く対応でき税金の使い道を誤らず国民に寄り添える政府と政府に文句を言うだけでな
く一人一人が自分の行動に責任を持てる国民がいる社会。

372 女性 政府が対策をすぐに決定して実行できるようにする

376 女性 一人ひとりが自分を大切にする。

380 女性 もっと協力性のあるくににしたいホームレスもいい暮らしができるように手配する

383 女性 より良い社会

384 女性 先手を打つことのできる人材で構成された行政によって政策を決めて欲しい

385 女性 非常事態に準備してる社会
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388 女性 みんなが暮らしやすい

390 女性 分からない

391 女性 日常に戻りたい

392 女性 コロナ前の社会

396 女性 ストレスのない社会

397 女性 安定した政治

399 女性 国民が一致団結する社会。相手を思いやる社会。

400 女性 最悪の事態に備えて行動できる社会

401 女性 信頼できる政府、国民の事を考えられる政府になってほしい。

403 女性 必要な人に補償が出る社会

404 女性 早く気軽に外出できる活気あふれる社会

407 女性 わからない

408 女性 国民の声に耳を傾け誠実に対応する社会。

411 女性 明るい社会

413 女性 ことの重大さをわかる社会

414 女性 人々が自由に外出できる

418 女性 当たり前のことが当たり前にできる社会

420 女性 経済が回らない

421 女性 わからない

422 女性 自己中心的ではなく綺麗事のように聞こえるが思いやり、自分の行動に責任を持つこと従うこと

425 女性 新しい

427 女性 自分だけじゃなく他人の幸せも考えられる社会

428 女性 17歳にはまだ難しいです…

430 女性 分からないです

432 女性 みんなが協力できる社会

433 女性 安心できる社会普段の生活ができる社会

434 女性 国民と政府が一丸となり、お互いの立場に立って最前の方法を探せる社会

436 女性 苦しむ人が減る、平和な社会。

438 女性 政府が早い対策をとり、医療をもっと発達させ、国民一人一人が暮らしやすい社会を目指したい。

439 女性 自分で責任を持てる国民の一人になりたい

442 女性 平和で安心安全な社会

443 女性 国民一人一人がもっと積極的に同じ方向を見て政治に参加するべきだと思う

444 女性 若者の投票率をあげてもっとましな国家を作る

445 女性 一人ひとりが自分の行動に責任をもつ

449 女性 安全で暮らしやすい社会

451 女性 問題に対して柔軟に対応出来る社会になって欲しい

453 女性 特にない

454 女性 普段通りの社会

455 女性 自分のことだけでなく、他人のことも考えられる社会

458 女性 治療法をしっかり調べておくべき！

459 女性 平和

463 女性 以前のように当たり前の事が当たり前にできる社会

465 女性 とりあえずは、新型コロナ感染拡大前の情勢に戻って欲しい

466 女性 誰もがすくわれる

467 女性 残業時間の取締り、労働時間の削減、みんなが余裕を持って暮らせる世の中

468 女性 政府も、国民も自分の言動に責任を持っているまともな社会。

470 女性 特にない

471 女性
自分も国民あるいは人間としての自覚を持ち、自分の小さな行動が大きな影響を及ぼしてしまうと考えるこ
と。モラルにかけた行動をしない

472 女性 感染症に対して素早い対応ができるような能力を国民がもつこと

473 女性 平等な社会

477 女性 特になし

479 女性 国民全員で乗り越える社会

481 女性 ひとりひとりが危機感を持ちその状況に対応していく

483 女性 明るい未来のある社会を目指したい

484 女性 軽く考えない

489 女性 経済的に安定するような元の生活ができる社会に戻りたい。

490 女性 政府の言うことを守る

494 女性 大変なことになるから

495 女性 よくわからない

497 女性 いい社会

498 女性 みんなが安心して暮らせる、貧富の差が少ない世の中になって欲しい。

499 女性 平和

504 女性 今までの日々を取り戻せる
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505 女性 みんながコロナウイルスへの関心を高め、みんなが感染抑制のために協力出来る社会

506 女性 支援が厚いなど、緊急時の対応が良いものになればいいと思う。

507 女性 ひとりひとりが責任をもって行動できる社会。

508 女性 いい社会

509 女性 物理的ではない、心が１つになる社会

510 女性 一致団結

513 女性 また、何か新しい感染症が出てきたときにちゃんと早く対応できる状態になっている社会

514 女性 危機が迫ったらより多くの人が対策について考えられる社会

515 女性 税金をたくさん払っている国民がきちんと報われる社会

516 女性
国民が納得できる国会議員の所得。所得カットと謳った政策も実際は大したものでは無い。そんな姑息な真似
が通らない社会。

519 女性 政治に頼りすぎない

525 女性
もっと政府が国民一人一人にしっかりと目を向け今回の事態で浮き出てきた問題をしっかり目に見える形で変
えていける社会になって欲しい

526 女性
自分がコロナウイルスにかかるかもしれないし、自分が周りに移すかもしれないというように、身近ではない
人のことまで考えて行動できる人が増えて、世界全体で支え合えるような社会を目指したいと思う。

527 女性 医療が充実した社会

530 女性
政府が自らの給料を少し減らすとかは結局あまり変わらない。すぐに保証金を出したり医療にもすぐに対応出
来る様に仕組みを組み直していったほうがいい。

531 女性 迅速に対応して1番大事なとこは何かを考える

536 女性 平和で健康で豊かな社会

540 女性 安心できる社会

541 女性 協力し合える社会

544 女性 一刻も早く対処(禁止や命令)を出せる社会。

549 女性 みんなが笑って暮らせる社会

557 女性 普段から免疫力を高め、ウイルスなどにかからないような対策を取れる社会

561 女性 世の中で起きていることを、ひと事だと思わずに、受け止めて対応していけるような、国民性の高い社会

563 女性 わからない

564 女性 自分のためだけでなく、愛する家族ひいては社会全体のために皆が行動できる社会

567 女性 前と同じの平和な日本

568 女性
自分の身は自分で守る。自分の身を守ることが大切な人を守ることである。この危機的状況を繰り返さないた
めには、一人ひとりがこの状況と向き合うべきである。

569 女性 一刻も早くこの自体が収まるように

570 女性 みんなが幸せになれる社会

572 女性 一人一人が行動に責任を持つ社会

574 女性 ひとりひとり危機感を持つ社会

575 女性 もとのように暮らせる安全な社会

576 女性 自分以外も大切にする

578 女性 臨機応変に対応できる

583 女性 地域市に貢献していく

587 女性 なし

590 女性 一丸となる社会

592 女性 特に目指したいものはない。不思議だ。

593 女性 効率の良い生活

595 女性
当たり前の生活が当たり前でないと認識したので、今以上に個々が自己防衛意識を高めていける社会が必要で
ある。

596 女性 補償をしっかりとできる国にすべき

597 女性 良くしたい。

599 女性 みんなが安心して暮らせる社会

606 女性 わからない

608 女性 平和で誰一人かけてはならない

611 女性 世界的なパンデミックが起きても日本の感染者数は他の国よりも少なく医療体制が整っている状態が良い。

621 女性 一人一人が責任感を持ち協力し合う社会

626 女性 民意の届く社会

627 女性 自分のことだけではなく、周りの人や大事な人のことをしっかり考えられる社会

628 女性
国民がみんなのことを思って行動することが出来、国からの補償も手厚く危機的状況でも安心して休める環境
があり、医療従事者の人達のためにも素早く感染症に対する医療強化をできるような臨機応変な社会。

633 女性 安全

635 女性 分からない

637 女性 がんばりたい

638 女性 住みやすい
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639 女性 助け合い社会

642 女性 みんなが安心してすごせる社会

643 女性 以前と変わらない生活

645 女性 不景気を取り戻せたらいいと思う

646 女性 一人一人が言動に責任を持てるような社会。このような状況でも国家が安定できるような社会。

648 女性 国民ひとりひとりが責任を持って行動する社会を目指したい

651 女性 個々に責任をもって、信用出来る情報を見極め行動することが必要

652 女性 一体化

656 女性
まだこの先がどうなるかはわからないけど、少しでも早くもとの世界、社会に戻ってすべての人が安心して暮
らせるようになってほしい

657 女性
一人一人が経済に関心を持ちつつ、健康への意識が高くなるような社会…？もう少し、皆が健康を考えるよう
な社会になるといいと思います。目指せたら良いです。

659 女性 特になし

661 女性 もっと国民一人一人が危機感を持つべきだと思います

662 女性 助け合う

663 女性 元通りの普通に買い物や学校や仕事に行ける安心出来る社会

665 女性 混乱しないような社会

666 女性 国民が、ひとつの方向を向き協力し合う社会

667 女性 安全に普段通り暮らせる社会

669 女性 誰もが暮らしやすい社会

671 女性 自己中心的な思考を無くして、国民が一丸となって行く社会

674 女性 政府がもっと国民に対して優しい社会

676 女性 他人への思いやりを持てる社会

677 女性 一人一人が危機管理能力を身につけていける社会

680 女性 分からない

682 女性 もっと民衆の意見が反映される社会

684 女性 みんなで支え合える

694 女性 わからない

695 女性 分からない

698 女性 とりあえずはコロナ騒動前の社会

701 女性 特になし

704 女性
自他の境界線を持ちながらも、それぞれがそれぞれを思いやる行動をし、責任をもち、大我の心を持って、全
ての事柄に感謝を感じて生きること。

709 女性 コロナが終息するまで、自粛を頑張って、コロナが終息したら、元の世界に戻ってほしい

711 女性 自分のことだけでなく周りの人と助け合い共存できる社会。

713 女性 政府が国民を守る

715 女性 当たり前をありがたく思えるような社会

717 女性 安心安全

720 女性 幸せ

721 女性 『自分が感染しているかもしれない』と思って生活しているので相手を思いやる社会になって欲しい

722 女性 特になし

724 女性 国がいったいとなること

725 女性 わからないです

726 女性 一人一人が自分の行動に責任をもって行動する社会

727 女性 平和な国

729 女性 他人事のような社会を自分のことととらえて行動できる

730 女性 自分のことだけでなく、周囲の人間のとこまで考えられる人が増える

732 女性 危機感を持てる社会

733 女性 今後どんな感染症にも対応できる社会

734 女性 分からない

739 女性 政府の人一人一人が責任もって欲しい。

741 女性 柔軟に対応できるような

744 女性 わからない

745 女性 もっと早くに緊急事態宣言が出せるような社会

746 女性 去年までのように暮らせること

750 女性 平和な世界

752 女性 特になし

756 女性 安心して暮らせる街づくり

757 女性 政治のトップがしっかりするべき

758 女性 自己中心的にならずに他の人のためにと思える言動をするべき

759 女性 とくになし

760 女性 みんなが暮らしやすくなる社会

762 女性 安全な社会

763 女性 特になし
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764 女性 国民一人ひとりが国全体のことを考えて行動できているような社会

765 女性 全ての人が今まで通り、好きな所へ出かけることが出来たり、笑顔が増えた社会になってほしい。

766 女性 国民によりそう社会

767 女性 元の生活が送れるようにしたい。

768 女性 一人一人が社会の出来事に目を向け、自分の考えをきちんと持っている社会

770 女性 安全で平和。秩序ある社会。

771 女性 明るい

774 女性 政府を信用できる社会

775 女性 助け合いができる社会

779 女性 自国は自国で守れる社会

780 女性 政府が国民に強く言わなければいけない時は、言うという社会。

782 女性 一人一人が情報を正しく理解し、無闇矢鱈な批判をしないこと、協力できる社会。

783 女性 通常の生活が出来る社会

784 女性 とりあえず普通の生活ができることを目指したい

785 女性 分からない

786 女性 安定

787 女性 安心して人と話せる社会

788 女性 普段通りの平和な社会

789 女性 安心して外出ができる

790 女性 とくになし

794 女性
個人という単位では、小さな自分の行動の大きな影響力を認識すべきだし、国という単位では、世界的な問題
なのだからら踏み切る勇気と保証が必要

795 女性 常に感染症のような見えないものに対しての危機感を強く持ち、自分の健康は自分で守る意識の高い社会。

798 女性 支え合う

799 女性 人との関わりやエンターテインメントを不安なく楽しめる社会。

800 女性 国民一人一人がもっと責任を持つ

804 女性 頑張る

805 女性 受け身になるのではなく、自分の声を挙げられる社会。

807 女性 一人一人が他人を思いやり今後こんなことがあっても、死者の出ない社会になってほしい。

808 女性 なし

809 女性 いい世の中

810 女性 相手のことまで考えれる

812 女性 国会議員が国会中継で寝ない、不正をしない社会。

813 女性 周りのことも考えながら共存していく社会

814 女性 安心して暮らせる社会

815 女性 今まで通りの社会

816 女性 一体化

817 女性 衆愚政治の終わり

818 女性 とりあえず、みんなが選挙にきちんと参加するべき

819 女性 助け合い

820 女性 まずは一刻も早くコロナの収束を願います。国にもっと強制力を持たせてもいいのではと思う

821 女性 どんなことが起きても最低限の被害で抑えられる国。

822 女性 政府の要請にきちんと応え、世の中にあふれる情報を鵜呑みにしない社会。

824 女性 なし

825 女性 安心安全健康

829 女性 国民の意見を反映する

830 女性 みんなで助け合えるような社会

831 女性 日本で必要なものは日本で生産できる社会

833 女性 国民一人ひとりが他の人も守れる社会

834 女性 国民全員が、自分のためでなく、みんなのためといって、協力できる社会

835 女性 一人一人みんなを思って、行動できる

838 女性 特になし

840 女性
一人一人が状況を理解して正しく行動できるようになり、情報を発信するという責任をもっと感じ、この行動
をしたらこうなるだろうという予知を多くの人ができている社会。

841 女性 周りが協力しあえる社会

843 女性 安心安全な社会

844 女性 健康な社会

845 女性 各個人の危機意識の確立と向上

848 女性 乗り越えられる

849 女性 必要以上に人と接触しない社会

850 女性 特になし

851 女性 互いに尊重し合える、安心・安全な社会。

852 女性 ひとりひとりが政治や社会情勢に強い関心を持つような社会
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853 女性 それぞれが自分を守れる社会

854 女性 国や自治体の強い結びつき、信頼関係を持てるようになってほしい。

855 女性 一人一人が責任ある行動をとれる

856 女性 国が今よりも強い発言権を持ちつつ、国民が自分の意思で正しい行動をできる社会

857 女性 1人1人が気をつける

858 女性 特になし

859 女性 それぞれが何事にも危機感を持ってこれから起こる天災や感染症などに臨機応変に対応できる社会。

860 女性 責任をもつ

861 女性 通常運転の社会。

862 女性 当たり前の日常を当たり前に考えず、ひとりひとりが1日を大切に生きる社会

864 女性 またこの状況になる前の普通の暮らしがほしいです。

865 女性 より国民が安心して暮らせる社会

866 女性 元どおりの日常

868 女性 前と同じ平和な社会

871 女性 国民が政府を信頼できる社会

873 女性 特に良くなってほしいとは思いませんが、前と同じような社会に戻ってほしいです

874 女性 多様性な社会

877 女性 経済が回復し、今までの社会よりももっと充実した社会

879 女性
一人ひとりが置かれてる状況を理解して考えて判断する。他人を大切にするとともに自分のことも大切にす
る。

880 女性 一人一人が責任を持った社会

881 女性 平和

882 女性 平和な社会

883 女性 安全

886 女性 一人一人が自覚し、協力し合う

887 女性 一人一人が責任感を持った社会

888 女性 自分の行動に責任をもてる社会

890 女性
国民の意見がもう少し政治に反映される社会が望ましいが、なかなか厳しいと思うのでこういった緊急時に国
民ひとりひとりが意識を高くもてる社会。

891 女性 国民もきちんとした意識を持つ

892 女性 環境や国が安定した社会になってほしい

895 女性 より対策の速い社会

896 女性 国民、政府が自分の国のことを真剣に考える社会

897 女性 政治と国民が信頼し会える国に。

898 女性 一人一人の行動の大切さ

900 女性 人々が支え合って生きていく社会

901 女性 「元どおりの」社会

902 女性 国が決めたことは外出禁止などしっかり守る

903 女性 平和な社会

905 女性 元通りの生活ができるような社会

906 女性 思いやりのある平和な社会

907 女性 国民一人一人が安心して過ごせる社会

910 女性 みんなで協力して、自分以外の人も自分も含めて日本を守れる社会。

911 女性 ひとりひとり危機感をもつ

913 女性 命を大切に。

915 女性 外国のようにきちんとみんなが自粛できる社会

918 女性 共存

919 女性 助け合える社会

920 女性 命より仕事を優先っていう甘い考えはやめな

921 女性 誰もが安心して暮らせる社会

923 女性 多様性に満ちた社会。

924 女性 安心安全に暮らせる世の中をつくること

928 女性 危機感を持って行動する社会

929 女性 平和

930 女性 これからも感染症が流行っていくことを考えると、早期に対策をしていくことが求められる

931 女性 一人一人が適当な判断をくだせる社会

932 女性 みんなの意識が一致すること

933 女性 危機に一人一人が立ち向かえる対策を

934 女性 国民民ながら賛成する社会

935 女性 人の事を考えられる社会

937 女性 周りのことも考えられる社会

938 女性 わからない

940 女性 国民がもっと政治に関心を寄せ、投票率を上げ国民目線の政府の構築
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941 女性
かなり金銭問題が大きいと思います。マンションなどではストライキがあったり。仕事をすることが出来なく
て給料が貰えない人など様々、そういう方々に対しての対処が必要だと思います。

942 女性
日本は貿易などで外国との関わりがないと生きていけないので食料くらいはやれるように農業に力を入れて欲
しいまた感染症が起きたらもっと早く外国からの人の流入を制限するべき

943 女性 がんばる

944 女性 まとまりのある社会

945 女性 他の国を色々見て考えて

946 女性 安全で安心な生活を送りたい。

947 女性 国民が一体となる

948 女性 いらない忖度のない社会

950 女性 国民が意識していく

951 女性 各々が自分の幸せに気づいて行動出来る社会にしたいです。

952 女性 平和な社会

953 女性 対策をもっと早くとるべき

954 女性 一人一人が意識を持つ他人事ではないということを自覚する

957 女性 素敵な社会

958 女性 不安のない社会

959 女性 テレワーク一般化

960 女性 人が憎みあうことの少ない社会

961 女性 有事の際に素早く動けるように、各部門の専門家で固めた政府を作って欲しい。

962 女性 自分の行動に責任をもって欲しいと思います。

964 女性 協力できる

965 女性 安全

967 女性 一人一人がコロナと向き合って、強い意志を持って感染者を出さないようにしたい。

969 女性 自由に海外に行ける社会

970 女性 普段からウイルスに備えてデマの情報の少ない社会

973 女性 素早い判断が出来る社会

974 女性 協力し合える社会

1004 女性 自分優先な考えを少しでも減らして国全体で乗り越えられる社会

1007 女性 他人事であると勘違いをせずに、国民全員が責任や自覚を持ち行動できる社会。

1009 女性 政府が国民に対する支援を十分に行う社会

1011 女性 分からない

1016 女性 特定の病気が蔓延しても、持病のある人が普段通りの診察を受けられる社会

1019 女性 一人一人が責任を持ってこれから何かあっても正確な対応ができる社会

1021 女性 国民一人ひとりが協力できる社会

1029 女性 どんな困難も乗り越えていける社会

1033 女性 安心安全な社会

1043 女性 官民が団結する社会

1046 女性 みんなが自分の命と人の命を考えられる社会。

1047 女性 国民が今よりも政治に積極性を持ち、各現場や国民一人一人の声が届きやすいような政府が作られる事。

1067 女性 偉い人たちが国民のことを考えること

1085 女性 この状況を軽く考えず、自分だけでなく周りをも考えられる社会

1097 女性 安心安全な


