
島本町公式ＬＩＮＥアカウントによる新型コロナウイルス感染症に関する施策等への第2回アンケート結果
ご意見一覧

※特定の個人・事業者等の情報については一部修正しております。　　　　　　　　　　　　　　　　順不同
No 内容

1  pcr検査が希望すればできる体制を整えてほしい

2

　幸い島本町では、感染者が発生していませんが、もし町内で多数のクラッシャ−が発生した場合の対応に不安を感じ
ます。
町内だけではとても対応できないでしょうし、近隣の協力をどのように確保するのか、その計画、方針も教えてもらえれ
ばより安心できると思います。

3

①小学校の体育の授業でマット運動やドッチボールを今やるべきなのかと疑問に思う。体育時はマスクを外すのだか
ら、マット運動やドッチボール等は濃厚接触と同じ。給食時に喋らずに前を向いて食べるようにと言っているが、体育で
こんなことをしていたら意味がない。学校の危機意識がズレているのではないか。
②小学校の夏休みが２週間になったり、土曜日登校があったりするが、そこまでしなければならないか？熱中症が心配
である。夏のマスク着用は大人でも辛く、気分が悪くなることが多々あるので、子供は尚更心配。土曜日や7月、８月の
本来夏休みである日についてはオンライン授業にする等の対策をとるべきではないか。
③役場に行かなければ出来ない手続きをオンラインや郵送でできるようにしてほしい。直接出向かなければならない手
続きが多すぎる。他県に比べて遅れていると思う。
④緊急事態宣言発令中に、島本町内の病院が電話診療等の適切な対応をしてくれなかったことが非常に納得がいか
なかった。電話診療をしても、処方箋を受け取りに行く際には診察室に入らされて、患者と関係ない話を長々と話をさ
れ、電話診療の意味がなかった。電話診療後に代理人が処方箋を受け取りに行く場合でも「家族であろうと代理人であ
ろうと診察室に入って話をしない限り処方箋は渡さない」と言われた。患者本人が電話診療を受けている意味がない。
他県ではしっかりと対応しているのに、島本町はなぜ？今後また、緊急事態になった場合に町から町内の病院(診療所
等)に速やかな対応を要請することは出来ないのか。

4 JR東海との連携。新幹線通過の音と振動、高架下の老朽化が気になる。

5
LINEを用いた情報発信は若い世代にはとてもいいと思います。
高齢世帯への周知徹底をお願いいたします。

6

PCR検査を広く希望者に実施できるように
自動検査機などを国から提供してもらい
町内の病院などに導入できないか
ご検討お願いします。

7 ありがとうございます。大変だと思いますががんばってください!

8
いきいき百歳体操のサポーターをしていますが、各地域の消毒等の指導の徹底をお願いします。参加される皆さんが
感染しないように、どれだけやれば安全なのか不安なのに、参加される方があまり協力的でなかったりして、サポー
ターの言葉には重みが無いみたいです。

9
いつも町のためにご尽力ありがとうございます。長引く対応となっていますが、この先また流行が懸念されます。公立校
へのタブレット配布などは決まったようですが、次の流行までに施行されますよう急務としてよろしくお願いします。

10

いつも様々な取り組み、ありがとうございます。

世界中がこのような状況で、今は大丈夫でも今後生活がどう変化するかわからないという不安を多かれ少なかれ皆抱
えていると思います。社会的弱者のみならず、様々な年齢層や世帯に対して、その時の状況に応じて適切な情報発信
等をお願いします。

11

いろんな情報　他の市町村の人から教えて貰ってます
コロナ対策のマスク　一番必要な時に　各家に個別に配布してくれたとか
島本町で熊出たらしいね　気を付けて　とか
何かが起きてからでは困りますので　知らせる事も考えて
情報出して欲しいです

12
この先感染対策だけでなく、不登校や病気になってもオンライン教育が当たり前の選択肢として選べるように整備して
いただきたいです。
島本町の少ないお店が今回のことで畳んでしまわれないかとても心配です、応援でてきるようにお願いします！

13
これまでの対応には感謝しています。
ただ、小さな町だからこそできる、茨木・高槻に追随する形ではなく、スピード感のある制度設計をお願いしたいと思い
ます。

14 コロナがまた流行するとどうなるのかが怖いです。
15 コロナが発生した場合の対応を、町でもいろいろ想定して準備してほしい。

16

コロナで収入が減り、支出が増えているのに町税が去年より多くかかる。
分割をお願いしたときに毎月この額でと言えば、それ以上払えと言われた。
仕方なくそれを飲んで払っているが、正直いっぱいいっぱい。

また、他の市などは商品券、グルメ券など発行しているが、島本はやらないのですか？
対策と銘打って出しているものは該当するものがなく、せいぜい「水道代半額」くらいしか恩恵がありません。

17

コロナにかかったかも、という相談など電話がつながらないと聞きます。
すぐに相談、診察に行けるようにしてほしいです。
できれば町内で診察などしてほしいです。
移動は公共交通機関は使わずにというとタクシーしかないですがタクシーもなかなか来てもらえない時がありますので
何とか対策をお願いしたいです。

18
コロナの影響はやはり一人一人に重くのし掛かっています。先がまだまだ見えませんのでぜひ出来る限りの支援をお
願いします。

19 コロナの状況下でも変わらず活動して下さった保育園の先生方にも寸志を出はないでしょうか

20
コロナ感染症者数の情報は日々発表されていますが、無症状、軽症、重症、死亡など発症者数がよくわからない公表
は私たちに有益な情報か疑問です。島本町では、町民が安心できる情報開示をお願いしたいです。
町内での感染者があればの事ですが。

21
コロナ対策で、学校が休みの間、食費など、支出が増えたので、国のコロナの10万円給付金に加え、町独自に、町内す
べての義務教育までの子供１人につき、一万円給付など支援してほしかった。



22

チラシを見て買い物へ行くと人が多いので店内へ入らず小さい子供と帰宅しました。皆さん同じ行動になるんだなぁと思
いました。
もう少し何か対策をお願いします。

23 ふれあいセンター(コロナ対策の充実)施設利用の再開を速く希望します。

24
ふれあいセンターでの施設抽選の仕方。オンラインで出来ないでしょうか？

ケリヤセンターで行事が催される時の駐車場の確保。
25 ふれあいセンターや体育館、特にジムの使用を中止又は強化して欲しい。

26
ロックダウン時の健康維持のため、河川敷や山道を活用した、散歩、ランニングコースの整備。間近の自然を活かして
ない点の改善。

27

一幼に在園しています。
先生方は頑張っておられると思いますし感謝しております
しかし、休園になった分や、コロナ対策のために
教育を受ける時間が少なすぎ、本来経験できるはずだったことが出来ないことが多すぎて
残念な気持ちと心配でやりきれないです。

もうすぐ夏休みですが、熱中症の不安も考えると、こどもの居場所がまた無いのが辛いです。

28
可能であるなら、全ての町民に対して特別定額給付金とは別に町独自の給付金の支給を実現してほしい。少額でも構
わないので。

29
夏休み期間、未就学児の遊び場を提供して欲しい。園庭開放もなく、娘が通う幼稚園も自由登園がなく自宅以外だと公
園だけになった。
小・中学生には色々と支援されているようだが、未就学児に対しての支援が少ないように思う。

30

感染防止のため、学校でのトイレ使用時の注意店について指導、周知してもらいたい。
便座のフタは閉めてから流すことなど。
トイレ使用後は必ず石鹸で手をよく洗うことなど。
トイレからの感染が心配です。

31
頑張って下さい

32 狭い町なので、1人感染したら直ぐ感染爆発して、店や町の機能が止まると思うと不安です。
33 景気の影響で家庭の収入が下がるので保育園待機児童の削減と乳幼児母親の働きやすい仕事場の斡旋

34

個人事業主は自己責任。大企業は不足の事態を吸収できるように大規模になった。売上減でも吸収して給料を出す。
税金も多く払っている。ただし、代わりに拘束時間が決まっていたり、ルールに煩かったり、大規模 故の不条理はある。
これが嫌だから個人事業主を選択しているのに自分にとって都合が悪くなると国や自治体に支援しろと頼る。ダブルス
タンダード。支援の必要なしと考える。

35 固定資産税等ペイジーで支払い出来るようにして下さい。
36 公共施設をなんとか解放して欲しい

37

公立幼稚園に通わせています。
夏休みや短縮保育が長過ぎると感じます。
以前から思っていましたが、今年は特にです。このような状況ですがようやく通えるようになったと思ったら午後保育は4
日間だけ。。。
2〜3歳の保育をお願いしているのではありません。年中、年長の年齢が幼稚園で過ごす事は大切な事だと考えます。
新年度に入りほとんど登園出来ていなかったので、せめて短縮保育や夏休みを減らしてほしかったです。

38
広報が月に1度届きますが、このコロナウイルスの状況下では日々の変化がかなり早くて、インターネットからの情報を
得ることが多い。しかしながら、インターネットは不確かな情報も多く、町や行政としてオフィシャルの情報発信を10日に
1回とか『コロナウイルス関連情報』として出して頂けたら良いかもしれないです。

39
高槻市の様に、高校生のいる家庭にお米を配布するとかもっと自治体独自の支援をして欲しい。

40
国・大阪府・島本町の対策を一括りに評価することはできません。大阪府と島本町の対策についてはほぼ満足していま
すが、国の施策としては満足していないため、どの選択肢を選ぶべきかわかりません。アンケートの際、国・大阪府・島
本町の評価は分けるべきであり、さらにその中でも施策毎に評価項目を設けるべきです。

41
国は、全事業者に対し粗利保証すべき、消費税廃止。

42
今は平時だと思えない。
通常授業一択に疑問。
早急に病気や不登校に限らず、誰もが皆、自宅で学ぶ選択をできるよう登校選択制にして欲しい。

43
今後の猛暑の中、子供たちのマスクでの登下校、学校でもマスク着用などで心と身体へのストレスや病気にならないか
毎日が凄く心配です。無理を承知ですが夏休みを増やして欲しいのとオンライン授業を早急にしてほしいです。

44
子供がいて、食費や生活費の増大に悩みます。事業主、高齢者、妊婦…だけでなく、学生のいてる世帯への食費等の
支援などもお願いしたいです。

45

支援というのとは少し違うかもしれませんが、、、
トレーニングルームなのですが、時間指定があると行きたくてもどうしても時間を合わせるのが難しいです。仕事、家
事、その他もろもろの用事の合間の行ける時間に行かせてもらっていたので、時間が決まっているとどうしても行けない
のです。
年間使用券を解約返金してもらえるようにお願いしたいです。
行けないとわかっているのに、お金払っていることはやはり納得いきません。民間のスポーツジムは返金や休会を当た
り前にしています。町の施設だからとそれができないというのはおかしいです。
コロナの感染の心配もある中で施設が再開しても行きたくない人もいるのです。
そんな中で解約や休会の選択肢がないのは、あまりにも一方的なやり方ではないでしょうか？



46

支援金の配布が、早くて、さすがだと、感心しました🍒
　ご苦労さまです🍀
けど、島本駅の西側に、高層ビルが、建設されるのは、残念です💦💦周りの人で、賛成の意見は、誰一人として、聞い
た事が、ありません💦🍀
　山が、見え無くなるのは、本とに、残念です💦💦
　けど、個人の、土地やし、仕方のない事なんでしょうね🍒🍒
　　島本が、大好きです❇️
大阪市に　住んでいましたが、結婚で、島本にきました🍀
　いつの間にか、50年､が、経ちました。
本当に、島本に　住んで、良かったです🍒🍒
　長くなって、ごめんなさい🙇
がんばってくださいね❣️
ありがとうございます❣️❣️

47
支援制度の発信が少ないと思います。
発信していてもわかりにくい。

48
施設にいる母と、小学生の子を持つシングルマザーです。母子の方は支援がありますが、介護の方の支援ももう少し
充実していただけたらと思います。

49
自家用車がない(運転できない)ので、発症して検査や入院の際の移動に頼れるところ(防疫対策のタクシーとか)を知り
たいです。
物資に限らず持ってない者は心細いものです。

50
自宅学習を、出席扱いにして欲しい。
登校選択制にして欲しい。

51
失職しました。自身でも就職活動は行っていますが捗々しくない状況です。町として支援があればありがたいと思いま
す。

52
質問内で国・大阪府・島本町と行政単位が一括にされていましたので「不満」と回答しましたが、おもに国の対応につい
てです。

53

若山台に住んでます。時報の音楽ですが、
必要ですか？
必要であっても音が大き過ぎ。長過ぎ。
寝ていた孫6ヶ月がビックリして起きました。(17時の時報)
必要なら優しい音楽でもっと小さくしてください。大人でも驚くような音、ビックリして血圧上がりますよ。

54 手の消毒液の入手がむつかしい。

55
住民票、所得証明書などの役場以外での交付をもっと進めてほしいです。これはコロナに関係ないですが、住み始めた
ころから不満でした

56

暑い時期になってマスクがリスクを呼ぶのではないか？
手洗い、うがいはずっと徹底すれば良いが、マスク😷は他人の目を気にしながらはずせない❗
暑い時は他人との距離を取ってマスクを外して❗と大きな声で言って欲しい。

57 小さい町だからか、様々な給付金がスピーディーに給付されていると思います。大変感謝しております。

58
小学校の８月登校時の熱中症対策を早急にマニュアル化すべき。オンライン授業に向けて早め早めの対応を進めるべ
き。

59

小学生の息子は現在、放課後デイサービス(通所施設)を利用しています。休校期間内も施設との契約日数内で利用さ
せてもらいました。もちろん、自粛も考えましたが、うちには小学生の他にも高校生と大学生2人いますので、デイ利用
が最善と判断し利用させてもらいました。しかし自粛された他の利用者さんやご近所の方はいいようには思われなかっ
たのではないかと思います。でもデイ利用のおかげで学校再開登校もすんなりと進む事ができました。協力いただいた
デイやスタッフさんにはより一層の町からの手厚い支援をお願いしたいです。よろしくお願いします。

60
小学生や中学生が、集団でマスクもせずにペラペラ話をしてスーパーとかに買い物に来るのがものすごくマナーが悪く
困ります。

61

小中学校でも早くオンライン教育の環境を整えて欲しい。
他の感染症などが流行する可能性もある。

一方でこういったLINEなどの環境がない高齢の方々への情報提供もしっかり行うべき。

62
小中学校の7月分の給食費を町が負担してくださるとの事で非常にありがたいのですが、他市町村では今年度中や今
年度以降恒久的にとの事です。
島本町でも再考願えませんか。

63
情報弱者になりがちな高齢者への
情報伝達に

64

情報発信の方法がオンライン化されて、世の中の最新の情報が見れて便利だと思いますが、手段を持たない高齢者は
情報収集ができません。地域の掲示板に大きく印刷したペーパーを掲示するなどのケアが必要だと思います。スマホ普
及率は高くなっていますが、実際に使いこなしているかは別の話だと思います。百才体操の早期再会も望みます。屋内
ではなく、公園やグランドでやればいいと思います。コロナ自粛を機に外出機会が無くなってフレイルに向かわぬよう、
定期的に外出する機会は必要です。

65 職員の皆さんも大変だと思いますが、頑張って下さい。いつもありがとうございます。

66
新型コロナには出来る事から迅速に対応していただいていると感じています。有難うございます。
これからも、時間がかかるようなICT、設備や仕組みの整備も引き続き進めていただき、新しい生活様式や、コロナと共
存出来る環境を整えて頂きたいです。

67
図書の配達は大変ありがたかったが、自粛要請が出ているなかで町内を自転車で回るのは、職員の方の安全と感染
のリスクが保証されていないと感じた。(実際に宅配や郵便配達などで感染者が出た地域もあったため)

68
図書館の本を配達してもらえるサービスがあったが、返却がないと次の日とへ貸さないので、返却は各人でBOX内へ入
れに来てもらっても良かったと思います。

69
中学生・高校生の通学と帰宅時に非常に迷惑している。通学路を見直し検討をお願いしたい。いつか事故が起こると思
います。

70 他の市で実施しているような、テイクアウトのクーポン支給や、町独自の給付金などお願いします。

71
体育館利用が再開されて、感謝している。トレーニングジムのよそよりも再開が遅く、息子が他の私設のジムに変えて
いた。体育館の無料開放を再開しないのはなぜか。



72 第1回目のアンケートのように結果を迅速に公表してください。
73 第2波が来る前に、また冬のインフルエンザ流行なども懸念されるので学校のオンライン授業を早く進めてほしいです

74

第二波、第三波が懸念される中、医療体制が崩壊しないために、これからも住民の更なる感染症に対する予防対策が
必要と思います。
島本町のコロナ相談窓口の設置などご検討ください。

75 単身者への支援がまったくない。困っているのは、高齢者や子育て世帯だけではない。

76
致し方ないとは思いますが、入院いている身内に面会が自由に出来なかった。ガラス越しでも面会できるような工夫が
ほしいと思いました。

77 中小企業個人事業主への支援を充実にしてください。
78 町職員の給料　ボーナスの減額

79
町内での感染者が確認されてないようですが、疑いアリで検査を何人受けたのか…などの情報が欲しいです。
当方の職種柄、なにかしらの症状がある方と直接関わることがありますが、
発熱や咳があり相談しても、検査してもらえないという声を良く聞きます

80
町内で使用できる地域振興券等を発行してはいかがでしょうか。
私もみづまろくんのバイク用ご当地ナンバープレートが欲しいです。

81 町内在住でも、市立小中学に通う子供もいるので、支援を公立のみにしないでほしい。

82
町内放送の聞こえにくさの改善。
有事の際の避難所のコロナ対策について詳しく広報してほしい。ペット同居の場合。腹膜透析療法中の人の場合。な
ど。

83
町立幼稚園はまわりの幼稚園と違い、ずっと午前保育で4日しか午後保育がない。仕事で預かりにいれなくてもよいは
ずが、午前のため1日分預かり保育代が必要になってしまっている。時間での預かり保育代にしてくれたら、助かると思
う。

84 登校するか、自宅で学習するかを選ぶことが出来る、自宅で学習していても出席扱いにして欲しい。
85 島本町には頑張っていただいていると思います。今後とも職員の皆さまよろしくお願いします。

86

島本町の感染者状況を日々公開してほしい❗️
町内高齢者、持病のある人、と感染したらハイリスクになる人から順番に検査をしてほしい。

1巡したら、2巡目と、常に検査して早めに感染者の把握を❗️

87

島本町の公式サイトをほぼ毎日覗いてますが、国の給付金の進捗状況などがわかりやすく記載されていて大変良かっ
たです。町独自の対策も、できる限りのことをしてくださってるいるなとは思いますが対象外の家庭や商社、施設にとっ
てはイマイチ実感するに乏しいと思われます。
また、ひとり親家庭への支援も期待したいところです。

88 島本町の対策などとても満足しています。

89
島本町立の施設(幼稚園、保育所、学校等)の感染症対策を統一してほしい。
給食時の感染対策の強化をしてほしい。

90

同居ではありませんが、通いで高齢者のお世話をしております。
感染予防の広報を高齢者にわかりやすい形でお願いします。
高齢者はテレビからの情報に踊らされています。
よろしくお願いします。

91
特になし

92 特に無し

93
特別定額給付金の迅速な支給対応に感心・感謝するとともに誇らしく思っております。
ご苦労さまでした、そしてありがとうございます。
今後ともより一層のオンライン対応化の推進を期待しております。

94
独居の高齢者（親戚縁者なし）への
情報提供を、アナログにはなりますが、
できるだけ、してあげて下さい。

95 保育園は家庭保育を依頼しながら、布団リース代や延長保育料を搾取するとは、矛盾にもほどがある。

96
防災放送が聞こえにくい
休日でも各証明などの発行をしてほしい

97 防災無線が聞き取りにくいです。内容が分からないことが多いです。メールなどで知らせてもらいたいです。
98 本件とは関係ありませんが、みずまろ君ナンバープレートをご検討ください。


