
№
お住まい
の市町村

年齢 お仕事
新型コロナウイルスによる、仕事や学校、日々の生活への影響を具体的に教えてください。また、困っていることや不安なこ
と、政府・自治体への意見や要望なども教えてください。（仕事、生活、学校、勉強、バイト、学費・奨学金、就職活動、
サークル、部活など）

1 八街市 15 高校生 学校急に休みになって、友達に会えなくてさみしかった

2
九十九里
町

16 高校生

４月７日まで休校。この日に通知表渡しなどやることを全部やる。毎日朝と夜に体調管理チェックシートを書くよう、学校から言
われた。課題の連絡はClassiを通じて行われるが、最近機種変更したらログインできなくて分からなかった。友達から教えても
らいなんとかなった。学習発表のスケジュールが一気になくなり、自分も校外で発表予定の論文がパーになった。学校全体の
意気が下がっている。休みになっても親が厳しくて外に出られずイライラしている。勉強が終わらずテストもなくなり、後期の評
価は授業態度と提出物だけ。主には前期の内容で評価するとのこと。テストに向けて自分も友達も頑張っていたのにショック。
卒業式は先生と卒業生のみの参加。在校生の中には花など用意していた人もいたのにかわいそう。学校早く始まってほし
い。学校関連のイベントを一部でも復活してほしい。

3 千葉市 16 高校生
終業式もなしに新学期になる。休校になって外出するなと言われても外出する人はする。学校の対応がグダグダ。ゴタゴタ。
課題が出ているのを知ってる人、知らない人がいる。

4 千葉市 17 高校生 テストがなくなったこと。したいことができた。考え方が変わった。
5 千葉市 高校生 学校再開が不安

6

流山市 17 高校生 昨年度の学年末考査が無くなり、成績が出ていない。オーキャンにも行けない。学校は普通に再開する。親が持病持ちで、祖
母が難病指定の病気にかかっている為登校が不安だが、休んでも欠席扱いになるのかならないのかが学校から連絡されない。
2,3月の時点で担任も教科担任もほぼマスクを着けておらず、授業中に唾を飛ばされたため、授業の再会が不安である。せめて
マスクの配布が終わってから再開してほしい。また、普段は神社で奉仕活動をしているが、ツアーの中止が相次ぎ参拝客が急
減している。

7

館山市 17 高校生 感染者数が全国で三番目に多いにも関わらず、学校が始まってしまうのが怖いです。
感染が広がっているのは県北がメインですが、休校にするなら一律でやって欲しかったんです。同級生の中には先月の休校期
間に遊び回っている人がいました。そんな人たちと新学期をこのまま始めたくありません。
休校延長されることを願っています。

8

東金 17 高校生 今は家にこもっていても 筋トレなどしていて
運動はしています。勉強時間の確保もできています。
この状況での 6日からの学校再開がいちばん不安で心配です。
もう誰にだってかかるんです。
正しい判断をもう1回して欲しいです。
この状況のこの判断に対して不信感しか抱きません。

9
高校生 県立高校が4月6日に再開されるということで公共交通機関を利用しなくてはならないのでとても不安です。教室は生徒と生徒

が密集した空間です。休校中、私は外出を自粛していました。自粛せず外へ遊びに行ってた人と授業を受けてコロナになって
しまうのは、許せません。なのでどうか夏休みを減らしてもいいので休校延長を決断してくれませんか？

10
松戸 16 高校生 まだコロナは全然治まっていないのに学校再開はありえない。感染者が全国的に多く東京に近い千葉県は休校延期したほうが

良いと思う。



11

船橋市若
松

12 中学生 休校延長されてないのがおかしい。
ちゃんと自宅待機してる子と
普通に出かけてる子が
一緒になったら意味もなくなるし
教室も密室空間だし
そこで集団感染も起こりかねない。
から休校延長してほしいです。

12 東金市 16 高校生 私は千葉市内の県立高校に通っています。三密が揃っている学校に通常通り4月6日から電車で行かなければなりません

13 17 高校生 学校再開が怖い

14

鎌ケ谷市 16 高校生 都立の学校でも、千葉県より感染者数が少ない県でもGW明けまで休校延長しているというのに何故千葉は学校を再開するのでしょう
か。県からは平日夜間と週末、外出自粛要請が出ています。特に若者、外出自粛をお願いしますと言っているのに学校があるのは矛盾し
ていると思います。
コロナウイルスは都合よく平日昼間は休んでくれるのでしょうか。学校からの連絡では生徒教職員で1人感染者が出たら休校、と来まし
た。1人でも出てからじゃ遅いのに。そんなことは高校生でも分かります。満員電車で登校し、政府が散々言っている3密の中で生活。不安
でしかありません。若い人は症状があまり出なくても家族や先生、周りの大人に無意識のうちに移してしまったらどうしよう。換気して人と
の間隔を開けるだけで対策が十分だと思っているのでしょうか。こんなに反対している人がいるのに県知事、教育委員会は動こうとしてく
れません。私たち高校生の命、県民の命はそんなに軽いものなのですか？



15

千葉市 16 高校生 学校の休校延長について
他の県はGWまで休校なのに千葉県はそうではないのか、私たちの命はどうでもいいのかと、とても疑問に思います。さらには部活も再
開。
学校で感染爆発する前に抑えなければいけないのではないかと思います。しかし、知事は指示を出さず、再開の一点張り。呆れてしまい
ます。学校再開まで日が迫り、心配でたまりません。仮に、自主休校をしたとしても勉強の遅れの補償も何もありませんし…

16

千葉市。
学校は市
川市。

17 高校生 学校が休校になってから1ヶ月、ほぼ全て家で真面目に自粛していたのに、4月から普通に学校が始まることに疑問と不安があります。こ
んなに頑張って我慢していたのに新学期が通常通りだなんて不安しかありません。2月末より事態は深刻になっているのに何故外出させ
るのですか？しかも学校のクラスは人数も多く前後左右に席の余裕さえありません。ぎゅうぎゅうです。千葉県も直ちに学校再開を止めて
ください。絶対に感染したくないです。どうか真面目な若者を助けてください。私達を守ってください。お願いします。

17
千葉県佐
倉市

16 高校生 コロナで4月まで休みですが始業式だけあります
小中学校は再開するみたいです
頭がおかしいと思います。

18
高校生 新しいクラスの人のことを知れないまま休校になってしまった。

図書館が閉館になってしまい読む本がなくなってしまった。

19
千葉市
花見川区

17 高校生 休校　消費税を下げてほしい　布マスクは要らない　政府は目先の利益だけ考えているだから、結局コロナの対応ができていないと思う。
人の命を何だと思っているんだと感じる、今のやり方には限界があると思う。

20
16 高校生 部活の一年に一回の発表会が中止になり、練習もままならない。また、全国大会もどうなるのか。私達が練習してきたものは一体どうなっ

てしまうのか非常に不安。そして学業も海外の学校はオンライン授業を実施しているが日本まだ。二ヶ月以上、授業を受けてないので学
習の遅れがかなりあると思う。また定期テストもやってないので成績のつけ方が生徒からはブラックボックス。



№
お住まい
の市町村

年齢 お仕事
新型コロナウイルスによる、仕事や学校、日々の生活への影響を具体的に教えてください。また、困っていることや不安なこ
と、政府・自治体への意見や要望なども教えてください。（仕事、生活、学校、勉強、バイト、学費・奨学金、就職活動、
サークル、部活など）

1 千葉市 20 専門学生
マスクが売ってないから実習に必要なときに買えないから困る。実習先が受け入れてくれるか不安。マスクがないから花粉が
きつい。

2 19 大学生
派遣のバイトをしているが、募集が少なくなっていて困っている。コロナだからバイト入るのも怖いなって思う。娯楽イベントなど
が潰れたりして、外に出るのが怖くなって、余計ストレスがたまる。

3 21 大学生

就活が進まない。説明会が延期になったりもしている。どう動けばいいか分からないのが現状。コロナのせいで景気が
悪くなって、2020卒の人すら内定取り消しが起こっているのを見ると不安。（大学に入れないため）部活も運動もでき
ないから体が鈍る。大学の開始が延期になったため、部活動の新歓もおそらくない。部員減少の可能性も考えられる。
心配。

4 20 大学生 これから資格勉強しようとしたのに、大学に入れないのが辛い。図書館など。
5 21 大学生 コロナでWeb面接が増えた。ずっとそれでいい。交通費節約。

6 20
困ってることは無い。塾講師のバイトで、こどもたちが1箇所に集まっては行けないから、バイトはなくなってる。金銭面的には
困ってない。

7 東京都 21 就活イベントが潰れて例年より企業を知る機会が少ないと思う。HPだけをみて書くから、志望動機の内容が薄くなる。

8 松戸市 21 大学生

私は現在大学生ですが、春休みの機関なので、実家の長野県に帰省し、暮らしています。私が帰省した時（２月）、長野県の
新型コロナの感染者はゼロでしたが、現在４人の感染者が確認されています。マスクやアルコール消毒がどこにもない状態で
本当にびっくりしております。でも、本当はマスクやアルコール消毒の在庫はあるのではないか？と感じております。これだけ
流行していますから、マスクの製造会社も動いているはずです。しかしながらマスクを爆買いする人たちのせいで、本当にマス
クが欲しい人が買えない状態に至っています。それを高額で転売する。本当にイライラしかありません。仕舞いには、マスクを
販売するお店まで、通常の何倍かで売るというニュースまで。どうなっているのでしょうか？本来、この春休みを使って、大阪、
京都へ行く予定でしたが、キャンセルしました。幸いにも、キャンセル料は発生しなかったですが、これだとどこにも行くとこが
ないので、旅行が趣味な私にとっては辛いです。また、４月から始まる新制度奨学金の説明会があるのですが、それは大学
へ行かないと説明が受けられません。大学側からは「こちらからの指示を待て」の一点張りです。また、現在大学への登校も
禁止されている中、少しでも早く申し込みたいのに、郵送で対応するとか、何かの策はあると思います。

9 市原市 22 大学生
派遣の仕事がない（イベントが自粛になっているため）。自分のお金がない。遊ぶお金もない。車の保険料、燃料代、駐車場で
かかるお金を稼げなくて全部親の負担になっている

10 千葉市 20 大学生

塾でのアルバイトが半月の間なくなって収入がかなり減った。小・中・高校の休校に合わせての塾の営業自粛だったが、ちょう
ど中学生の後期入試ともかぶったので入試へのフォローも不十分になってしまった。春休みが長引くことで先の予定の見通し
が立たなかったり、立てづらい。予定がくずれるなどがある。アルバイト中にマスクをつけることが義務化されていて、勤務がし
づらい。キッチンペーパーやティッシュなど、マスク以外の紙製品で生活に必要なものが品切れになっていて困る。



11

市川市 19 大学生 1.対面授業が停止している。代替のネット配信講義は2週間遅れて始まるが、その2週間がどこでカバーされるかの告知がない。大学院
や学会のこともある教員のスケジュールが厳しくなるのではないかと考えると、単純に2週間遅延させる思えない。土曜授業が行われたり
する可能性もある。今後の計画が立てられない。
さらに、ネット配信によって実習を後回しにして講義を先に進めるものと解釈しているが、対面授業再開後に実習の比率が増大すると考え
ると憂鬱である。

2.都市封鎖が噂される中、大学の日程は（ネット配信も含めて）それがない前提で全て計画されている。
ところで、東京都内に所在する大学である場合、封鎖がなされれば迅速に対応されることが期待できる一方、都外に所在する大学では迅
速な対応がなされない可能性がある。とくに、東京都を通過する形で通学する者にとっては不安材料であるが、現に問題が発生していな
い以上、噂話レベルでは大学と相談することはできない。すぐにするかどうかは別として、都市封鎖の可能性があるのならどの範囲でど
のように行うかは速やかに公表してほしい。するつもりがないならしないと明言されたい。

12
千葉市 28 大学生 マスクが手に入らない。日中は仕事があるので保育園とルームに預けているがほんとは仕事を休んでひきこもっていたい。しかし働かな

ければ生活に困るし、かといってそもそも長期で休むのはむり。でもコロナになったらおわり…
不安しかないです。

13
船橋市 21 大学生 東京駅のバイト先において、「食べに来るお客様のため」と言い閉店依頼に応じてくれない。(知り合いの勤務先(飲食店)では「白マスク以

外禁止、ゴム手袋禁止」というルールに縛られ、スタッフが犠牲になっている)

14
東京都葛
飾区

21 大学生 コロナの影響でバイトできる日が減り学費が賄えるか不安である。
部活動の自粛によりとてもストレスが溜まっている。

15
野田市 21 大学生 外出を控える為に就職説明会をキャンセル、延期しており、就職活動は例年通りの日程で行われ締め切られてしまうのか、進行状況が分

からなくて不安である。

16
千葉市花
見川区浪
花町

19 大学生 学校は4月下旬に始まる予定だがその頃に収まっているか不安。バイトは掛け持ち全て店休になり、収入はゼロ。生活していけるかわか
らない。なぜアルバイト大学生には現金給付が無いのか疑問。

17 千葉市 20 大学生 学校もしばらくなく、友人に会うことが出来ず寂しく感じています。

18 船橋市 20 大学生 なし

19
江東区 20 大学生 学校がいつ再開できるか不安。緊急事態宣言に伴いバイトができなくなり金銭面でも不安がでてきた。また食料の買い占めが起こらない

かも不安である。

20

船橋市 20 大学生 大学の休講がGW明けから5月中旬にまで再延長したが、それまでに終息しているとは思えない。バスで通学しているので休講明けに感
染してしまわないか不安。
また、現在在籍している大学では、1回目の延長のGW明けに学費の納入期限が設定されており、大学の休講がさらに延長したにも関わ
らず納入期限は延期にならないので、学費の一部が払い損になっている。
政府には、大学や小中高校を6・7月以降も休校(休講)にする場合、学費の支払いの免除を行ってほしい。
また、マスク着用を半ば義務づける学校が多いが、どこの店に行っても全く手に入らないので、マスク生産をさらに増やしてほしい。一般
人も日用品店で買えるようにしてほしい。外出する頻度を2週間に1度、それも食料品・日用品の購入のためだけにと決めているのでマス
クの使用枚数を抑えているが、今のままでは確実に休講明けに手持ちのマスクが尽きてしまう。
また、今回の事態を踏まえ、今後は公立・私立問わず小中学校における通信制やオンライン授業を認可し、それに必要な予算を増やして
ほしい。(教育の予算については、全日制高校や大学でのオンライン授業の整備の分も増やしてほしい。学内wi-fiの性能を強くする、
ルーター自体を2年前に発売などの型落ちで良いので新しくする、パソコンやタブレット端末を持たない子にはiPad等を貸し出し若しくは配
布するなど)

21
流山市 21 大学生 学校に行けないため、研究室で行っている実験が全くできず、このままだと卒業論文が終わるのかがとても不安です。また、就職活動も

十分に行えていないので不安です。



22
野田市 21 大学生 バイト先が臨時休業（再会日は未定）

企業説明会や合同説明会が中止

23
大学生 大学の開始が遅くなった。大学が始まっても満員電車に長時間乗るのは怖い。

自動車教習所がキャンセル待ちが出来なくなった。多くは予約できないため、期限内に終わるか不安。
24 市原市 22 大学生 授業が始まらない、バイトが出来ない

25 千葉市 21 大学生 アルバイトがゼロ、大学入構規制、サークル活動当面禁止

26 東京都 21 大学生 バイトの給料が1万円以上減った。大学生は飲食店や小売で働いてる人が多いと思うので、普通のサラリーマンより感染リスクが高い。
27 19 大学生 大学の授業がどうなるのか心配。

28 市川市 20 大学生
バイトでの他人との接触があるので自分が感染するのではないかと不安。自分が感染していて、家族に移してしまう不安。接
触が怖いため、アルバイトのシフトを減らした。バイトの時間が減ったため学費を稼ぐ手段が減った。学校が始まっていろいろ
な地域から来る学生がいるため、感染リスクが高い。外に出れないため家で窮屈な思いをしている。

29
神奈川県
平塚市

20 大学生
困っていることは、スーパーでバイトしているが、まとめ買いするお客さんで混み合い、レジ付近で密集するので平気なのか不
安である。あくまで自分の体感だが、外食などで普段スーパーに来ていない人も買いに来て人が集まっていると感じる。

30

20 大学生 飲食店でアルバイトをしているが、緊急事態宣言によりお店を閉めることになって全てのシフトが無くなってしまった。それによりアルバイト
で得る収入が0になってしまった。
また、大学では授業が受けれない状態になっている。5月いっぱいは校内の立ち入りが禁止。オンラインでの受講となった。
自分は一人暮らしをしているため、この環境のなか1人でいるのが心配。かといって地元に帰ることはダメだと言われているためどうにも
できない。最近は精神的に参ってる。

31

川崎市 19 大学生 バイトを4月いっぱい全部削られ、保証は出ると言われたものの、希望までは届かず少し困っている。そして、バイト先も子どもとたくさん触
れ合うところで手洗い消毒検温は徹底しているが、今の状況でも変わらず子供たちは登園し、遊んでいる。その子たちに悪いことはない
が、その子たちのために職員が電車で通勤したりなど、双方にリスクがある行動を取らなくてはいけないので、自粛要請施設をもっと増や
し、もっと厳しくしてほしいと考えている。

32 加茂市 20 大学生 自由に遊びに行けない

33 新潟市 20 大学生 大学の授業の予定の変更、新型コロナウイルスの自粛活動による身体への影響、生活習慣の乱れ

34 千葉県 18 大学生 親の仕事が心配です

35 千葉 21 大学生 就職活動、バイト

36
新潟市 20 大学生 大学が始まるのも遅れるし、オンライン授業と急に言われ、どうしていいかわからない。

また、今後の就職活動がどうなるかわからず不安。バイト先も営業時間が短縮され、収入が減っている。
さらに、当県でも感染者が増えており、いつ終息するのかわからないため、毎日憂鬱である。

37 世田谷区 21 大学生 バイト先の飲食店が営業自粛を実施し、収入が0になった。収入がないのに給付金がもらえず、大変困っている。

38
江戸川区 20 大学生 個別指導塾のバイトは完全に休業、大学も休みになり、自分の生活費で家計を圧迫してしまいながらも、自分は自分で毎月のローン返済

を心配するばかりです。

39
市原市 20 専門学生 授業開始日が延期になった。

インターンのノルマが終わるか不安。
就活にどんな影響があるのか不安。

40
千葉市 20 専門学生 生活生活リズムがくずれてきている

就職活動と勉強が遅れてしまうので不安
41 大学生 授業・課外活動共に中止。授業は夏までのオンライン授業が決定。課外活動の再開時期は未定。

42
習志野市 21 大学生 就職活動中の大学3年生です。やりたいことがあるので、エンタメ業界を中心に受けています。

説明会などがウェブになり、就職先の雰囲気などニュアンスでしかわからない部分が検討できず、また、数社の採用活動がストップしてい
る状態で、不安です。



43

習志野市 21 大学生 大学3年生です。
国立国会図書館が開いていないことでゼミの課題に支障が出ています。
このまま何ヶ月も開かない場合卒業論文が書けません。
大学がいつ始まるのか、3月に卒業できるのかも分からないので卒論の準備も就職も見通しが立たず困っています。

44 千葉市 21 大学生 バイトが営業休止で稼げない。

45 大学生 就職活動が進まず不安

46 牛久市 21 大学生 電車を使うためバイトに行けない

47 習志野市 21 大学生 大学の開始時期が遅れている。

48

市原市 22 大学生 大学の授業が春学期は全てオンライン授業になり、構内も夏頃まで立ち入り禁止となった。就職活動や教育実習を控えているので、友人
や教授と休み時間や立ち話から始まる情報共有などが出来ず、周りの進捗状況などがわからず、心理的に不安な状態である。
また、週2日ほどコンビニエンスストアでアルバイトをしている。勤務時間を短縮したりレジにビニールカーテンを掛けるなどの工夫はして
いるが、多くのお客様が来店するので感染のリスクが高い場所に自ら行っているのも不安要素である。
勤務時間が減り給料も減っている。生活インフラのために営業している店舗で働く人達に限らず、勤務先が閉店したり自宅待機になってし
まった人達にも物資や金銭などの支援があると助かる。
それとこれは個人個人に委ねられることだが、マスクをしていなかったり外出していたりする人達に後ろ指を指すようなことはしないでほし
い。それぞれの事情があってその状況になっているのかもしれないのに、そういうことが聞こえてくるだけで気分も害されるしいつか自分も
言われるのでは、と不安になるのが現状である。

49 松戸市 21 大学生 就活 バイト
50 名古屋市 21 大学生 バイトの収入がなくなって生活費が困っている

51 船橋市 20 大学生 特にない

52
静岡県 駿
東郡 長泉
町

19 大学生 両親の仕事

53

船橋市 19 専門学生 学校はゴールデンウィーク明けから始まる予定ですが本当に再開できるかどうかわかりません。このまま休校が続くと卒業できるのか、夏
休みはあるのかなど不安です。保育系の学校なので6月に実習があったのですが既に延期になり夏に行うことになりました。
スーパーでバイトをしているのですが営業時間は変わらず夜の1時まで今も営業しています。時間を短縮せず、長い時間営業することで
夕方などのピーク時間を避けてお客さんが来れるようにしているそうです。ですが毎日品を出している物でも夕方を過ぎたら毎日なくなっ
ている物もあり、夜に来るお客さんはいつも買えない状況になっています。

54

千葉市 36 大学生 　今週、教科書はやっと届きました。4月の頭から学生支援課に問い合わせるも返事がなく、緊急事態宣言がやってきてしまい、先生から
も緊急事態宣言のため対応は無理と言われました。
　学校からはスケジュールやシラバスの変更などの連絡は来ますが、授業の案内などは一切なく、リモートなどの先生側からのフィード
バックの話も一切来ずに、本日授業料振込日の案内が来ました。教科書代６万。授業料２６万。金金金。金だけは請求する。
一連の学校の対応に対し不信感が募っています。

55
轟町 20 大学生 バイトの収入が0になったので

生活費が欲しい



№
お住まい
の市町村

年齢 お仕事
新型コロナウイルスによる、仕事や学校、日々の生活への影響を具体的に教えてください。また、困っていることや不安なこ
と、政府・自治体への意見や要望なども教えてください。（仕事、生活、学校、勉強、バイト、学費・奨学金、就職活動、サー
クル、部活など）

1 千葉市 34
労働者

（非正規）
修了式に出られない状況がある。アルコール消毒で、掃除するのが大変。

2 千葉市 33
労働者

（非正規）

学校の説明会（高校、中学など）が中止、卒業式も中止もしくは生徒だけ出席する等の措置が取られている。学生さん実習が
中止になったり学校が休校になって予定が立てられない（バイトも入れられない。飲食店も売り上げが下がって、人件費を削る
などをしている。物品の購入が困難。

3 匝瑳市 24
労働者
（正規）

マスクが入手できない。手洗いの頻度が増え、手荒れがひどい（保湿が追い付かない）電車に乗ることにためらいを感じる。習
い事や食事会の日程変更があり、スケジュールの調整が大変。外食が減った。

4 千葉市 21
労働者
（正規）

会社の対応として、遅れて出勤することが許可されました。マスクで通勤しているのですが、ふだんから安めのマスクを利用し
ていたので、メガネが曇ってしまって困り、呼吸がしづらく感じて生活に困る。

5
大網白里
市

24
労働者
（正規）

職場がグループホームのため、感染予防の対応に追われている日々が続いている（検温、消毒など）職場の同僚で子どもが
いる人が休校の影響で急に休みを取り、業務が予定通り進まなくなっている。入院中の利用者の外泊が制限されてしまってい
る。

6
大網白里
市

23
労働者
（正規）

職場の来店数が減少している。職場が営業停止になった時、有給休暇がないときどうすればいいか。

7 山武市 27
労働者
（正規）

緊急の職場のルール策定が難儀。介護に必要な物質が入手しづらい。コロナで社会が悪くなっているのではなく、悪い社会
がより悪くなっただけである。

8 20 労働者 出社してる。郵便局。人にはこない。ひま。転職。郵便局、離職率70%。給料も少ない。高卒で、女子だか。

9
埼玉県川
口市

56
労働者

（非正規）

イベント会社勤務のため、連日キャンセルの連絡が押し寄せています。最も不安に感じることは、見通しが立たないことです。
今後２週間がコロナを抑え込めるかどうかの重要な時期のため、イベントは自粛してください、と政府からの要望があった2 月
末時点で、主催者が一斉に中止（一部延期）を決めましたが、その段階からすでに、「２週間後にイベントを自粛しなくてよい状
況になる可能性があるのだろうか？もっと長期化するのでは？」と疑問に感じていました。案の定自粛の延長要請が発表され
ましたが、10 日だの2 週間だの小出しに延長しています。いっそ夏まで自粛してほしい、いや、終息にはもしかしたら1 年かか
るかもしれないと言ってもらったほうが真実味が持てますし、それなりの対策も立てられます。オリンピックのことがあるのでそ
うは言えないのかもしれませんが、本当に開催の見込みがあるかも疑わしい状況になっています。もちろん、イベント会社的
には予定通り開催してほしいという切なる願いはあります。しかし、世界の情勢を鑑みて開催の可能性がないのであれば、早
めに判断し、長期化した時の対策を立てていただいたほうが、現実味が出て逆に安心します。このままずるずるとイベント自
粛も休校も続くようになれば、見通しの立たない不安は増す一方です。個人的な状況としても、今のところは休業要請はありま
せんが、会社自体に仕事がなければ出勤しても業務がなく、非正規から退職を促されるのではないかという不安はあります。
4 月に向けて契約更新のための面談がありますが、どのようにな内容になるか心配です。



10 千葉市 26
労働者
（正規）

感染対策研修をもち、まずは職員が感染しないこと、自分で予防対策が難しい利用者さんの管理を行うことを大前提としてい
る。運営自体、感染者が出て施設を閉めないといけなくなった場合、１日４０～６０万単位の損失となるため、１週間など閉める
ことになると法人運営ができなくなると職員周知があり、感染しないことを求められている。外出活動が全面中止となり、１泊
旅行、日帰り旅行、サークル活動取りやめ、親の会中止、施設外トレーニング中止、外部からの来客は玄関前までで対応の
措置をとっている。１日２回消毒、塩素系酵素系消毒液、アルコール、マスクなど確保がむずかしく、今あるものを使用量、箇
所の規定をされている。職員の異動に伴い、送別会は法人全体をとりやめ、各事業所で行われる。就労している利用者さん
の中には感染対策で短時間労働、もしくは自宅待機となり、その間日中は施設利用に変更している。就職活動をしているメン
バーは見学、実習延期。就職の時期が見通せない状況になっている。職員としては、職場として、働く親への配慮がとれずに
おり、自宅に子どもを置いたまま勤務している。食品販売をしている事業所では、イベント中止に伴い販売・配達とりやめと
なっている。厨房内の衛生管理（マスク、消毒液、ゴム手袋）徹底がなんとか現状維持しているが今後状況改善されないと限
界がある。業者で運営的に必要としている優先順位を決めて販売されているため、食品販売していない事業所にはマスクな
ど販売されない。職員、利用者ともに感染予防を考えながらの活動で気を張っている。疲弊してきているように感じる。
出勤することも利用者が法人を利用することも何もかがも自己責任になってしまっている。毎日誰もが不安で感染したら一発
で終わる。国が緊急事態宣言が出しても県が「通常通り」としか言わないから、不安で仕方ない状況をどうにもすることができ
ない。なんのための宣言なんだと日々怒りを感じている。
職員は利用者を不安にさせないために本音や事実を言わないようにしていて、情報を制限しているのもおかしい。実際体調
が悪い人を送り返す対応をしているが、利用者側はその様子を見れば、気になって不安が増してしまっている。でも職員は
「大丈夫ですよ」と言わなければならない。まったく大丈夫ではないのに矛盾している。
外出自粛を促しているが、外出・出勤する理由をつくり、まだ多くの人の感染への危機感を低めているのは政治の対応に問題
があるからだと感じる。外出した人や感染した人に対して、国民が個人責任だとバッシングしまくるような状況があるが、責め
たところで何も解決しない。またそういうしんどさ・生きづらさに対して「どうしてだろう？」と考えることもできないほど、みんな追
い詰められていて、「通常通りの勤務・スケジュールだからとにかく目の前の仕事をこなす」と出勤していたり「利用者の生活が
ままならない状態なのが問題」など言ったりしている職員もいて、到底福祉の職場とは思えないほど崩壊している。こちらが
「そういう考え方は違うと思うし、問題は解決しないでしょ」と言っても全く受け止めきれない状況に職場全体が陥っている。自
分自身もそんな中で「毎日何やってるんだろう？」と思って出勤しているし、利用者もやれることがないので、マスクづくりしか
やっていなくて、何のために今自分は仕事を、利用者さんは作業をしているのか分からない。まさに思考が停止している。
今思考停止している状況を「自分たちみんなでよく考え、どうにかしなくちゃいけない」に変えないといけないし、感染拡大も収
まらないと感じている。行政が私たちのような現実をちゃんと掴み、変えてくれるように動いてくれることを要望します。

11 千葉市 23
労働者

（非正規）
実感がない。影響を感じていない。

12 千葉市 26
自営業・
フリーラ

ンス

非正規雇用の人が、勤務先の休業により、給料が保障されず、先行きが不安だという声を聞きます。イベント、レジャー系の
業種の方はのきなみ仕事が中止となり困っているようです。

13 千葉市 31 労働者
職場の同じ室の人が濃厚接触者で２週間出勤停止となった。趣味のラグビーや合唱の活動が中止となっている。仕事の会
議、イベント類があらかた延期となっている。研修はオンデマンド受講となっている。

14 八街市 28
労働者

（非正規）

新型コロナウイルスの影響で自粛しろというが、職場が休業しないので働くしかない。たとえ、職場が休業したところで手当に
期待できない。政府の対応がしっかりしていればみんな安心できる。会社も、労働者側も、収入を気にして休みにできないの
が不満の一つ。職場でも、休みの日は家から出るなと社長から言われているが、我々に言う前にやるべきこと、言う相手が違
うだろう。ただ、職場の若い人たちは、東京へ遊びに行ったりしている。自分が感染した場合、どれだけの人に影響を与えてし
まうのか、軽率な行動はやめてほしい。



15 柏市 28
労働者
（非正
規）

・刻々と対応が変化するので、仕事のスケジュールが組めない。
・補償をしっかりしてほしい。子育て世帯に現金給付を行ってほしい。

16 船橋市 30

労働者
（正規）

勤務先は新宿で週末の営業が通常。
外出自粛とか言ってるのに店を開ける意味。
日々命に恐怖を感じるし仕事をしていて胃も痛くなる始末。
都心部で週末に店を開けてしまう事でいくら外出自粛なんかいっても無駄。
全ては経営側が理解できてない状況だから。

17 松戸市 37

労働者
（正規）

千葉県の公立学校に勤めていますが、県教委の方針で、充分なマスクな消毒液、環境が整わないまま再開になってしまいます。
どんなに管理職に言っても、変わりませんでした。1人でも出たら休校となるとのことでしたが、出しちゃいけないし、安心し
て勉強に打ち込める環境を作れそうにないのに。県教委の判断や通知もかなり他の自治体と比べて遅く、入念に考える時間もな
いまま、大慌てで新年度の準備をせざるを得ません。

18 千葉市 39
労働者
（正規）

普通にマスク、消毒液などが店頭に並ぶ日はいつになるのでしょうか？

19 船橋市 30

労働者
（非正
規）

仕事に関しては、お客様商売ではないため、現在のところ影響は出ていません。
しかし、仕方ないにせよ、自粛ムードが長く続くことにより、景気悪化が容易に予測され、その場合に身分の保証がない私はど
うなってしまうのかと非常に心配です。
日本政府は、中途半端な政策(マスク2枚の配布)を打ち出すのでなく、この窮地を脱するため、景気悪化を最小限に留める抜本
的な政策を考えるべきだと思います。(牛肉商品券配布など利権丸出しの政策などではなく)
そのほか、インバウンド経済やオリンピック開催を重視したせいか、コロナ対策が後手に回った感じが否めなく、その点におい
て、現政権への不信感が否めないです。

20
大網白里
市

25

労働者
（正規）

障害児の放課後等デイサービスに勤めてますが、学校が休みになってから家庭で見れない子供たちが毎日来ています。自宅への
送迎もあり、子どもだけでなく人と接する機会が多いです。マスクもつけていない子どもたちと全力で遊ぶ毎日で濃厚接触は避
けられません。マスクも不足し今では職員もマスクをしていません。熱のある子ども、風邪の症状がある子ども、それでも保護
者は預けてきます。そして帰すことも熱がなければできません。自宅には疾患を持っている父母、そして80を超えた祖母が一緒
に暮らしています。無症状でもウイルスを持っているかもしれない子どもたちを預かっているので自分も感染しており保菌者だ
と思うと、家族に移すことが怖くて家に帰りたくありません。不安で仕方ないです。土日の自粛が要請されたあしたも変わらず
子どもたちは10人以上登所します。私は誰にも移したくありません。毎日家に帰ることが怖くてたまらないです。

21 千葉市 34

労働者
（非正
規）

会社では在宅勤務がすすめられ自家用車で通勤できる人は出社しています。接触もなく仕事もできる環境は助かっていますが、
未だ周辺のお店でマスクの取り扱いが少なく、入荷しても朝一番に並ぶ高齢者に買い占められていて、働く世代は手に入れるこ
とが非常に困難で手作りや洗濯で使いまわすほかありません。5人家族で国からの布マスクも2枚しか支給されないためこの先も
不安が続きます。

22 実籾 27
労働者
（正規）

毎日都内に働きにいきます、通勤電車ずっと不安で疲れます。ストレスから舌がずっとピリピリします。熱がないコロナかもし
れないってずっと思ってしまいます。ライフラインのお金はだせるともうけど仕事が止まったりしたら生きてけないしとにかく
もう休みたい



23 27

労働者
（非正
規）

小さい子どもを子ども園に預け、保育現場で働くママ保育士です。保育園や子ども園、学童では職員の人数も足りておらず、マスク、消毒
液の不足がある中今できる最大限の感染予防に努めていますが、3密がどうしても重なり危険な状態です。自分の子を預けて働かなけれ
ばいけない状況に自分や自分の子どもたちが感染してしまったら、と不安でいっぱいです。そして働くママ達を支える根底であるのに安月
給なのです。給付金ももらえない。このままでは保育士の精神が崩壊してしまう。不平等な扱いに今後保育士はみんな辞めていくでしょ
う。
保育園、認定子ども園も休園にしてもらいたい。
そうでなければ我が子を預けて働かなければいけないのです。

24 松戸市 22
労働者
（正規）

楽しみにしていたコンサートやイベントなどが次々と中止になり、残念でならない。

コロナの影響で内定取り消しされた人もいて、可哀想だと思った。

25 松戸市 37

労働者
（正規）

共働き家庭の２児の父です。長男が通う小学校が休校なので学童保育に通っています。ただ勉強の遅れと、学童保育指導員の過重労働
が心配です。小学校は休校でも学童保育との連携は取れていなく、雨の日でも60人近い子どもたちが学童保育にいます。せめて空き教
室を開放してくれたらいいのに。
次男が通う保育園は登園自粛要請などはありませんが、学童保育と保育園が閉鎖されたらと思うとストレスがたまります。
私の仕事の面は今のところ収入低下などはありませんが、このままの状況ではどうなるかわかりません。

26 船橋 21
労働者
（正規）

ほとんど休みになった

27 新宿区 24
労働者
（正規）

職場が時差出勤を導入したが、未だに通勤電車は混雑している。通勤電車は「3密」にあたると思う。本気で対策する気があるなら、生活
を補償した上で外出を禁止してほしい。

28 松戸市 28
労働者
（正規）

ただただ怖い。4月入所で現在慣らし保育中ですが、保育所は人口密度も高く低年齢だと濃厚接触をしないほうが難しいです。出来れば
保育所も休園して欲しい。

29
船橋市習
志野台

25
労働者
（正規）

医療機関に勤めているため感染する可能性が高いこと

30 大田区 21
労働者
（正規）

トイレットペーパーがなくなった

31
千葉県香
取市

31
労働者

（非正規）
即時の全国民への年金支給

32 横浜市 21
労働者
（正規）

仕事は休めないので出勤中の電車中で感染

33 江戸川区 21
労働者
（正規）

仕事や生活には影響はない。だが、少し体調が悪くてもどうすることも出来ない今の状態は不安。(休むにしても給料や仕事量的に難しい
等）

34 東京 21
労働者
（正規）

仕事、生活

35 守谷市 26
労働者
（正規）

茨城勤務のため、私自身は仕事に関してはほとんど影響なし。日常は外出は買物、通院以外は極力控えるようになった。

36
千葉市美
浜区

32
労働者

（非正規）
マスクが足りなくて、洗って使い回している。マスクの生産を早めて欲しい。

37 鎌ヶ谷市 38

労働者
（正規）

スーパーマーケット勤務で、もし自分が無症状感染者で、高齢のお客様へ移して重症化させたらと思うと、凄く不安。

インフラ(医療従事者、流通、小売等)に関わる労働者全員のPCR検査実施で、安全性を担保しないと感染拡大は避けられないのでは？

38 昭島市 26
しょうがい
しゃ雇用

4月８日〜5月6日まで自分が働いてる職場のビルが休業をする事になったため仕方がなく同じ休業に・・・有給＆普通休みを使って20日
〜ヘルプ予定（未定）



39 我孫子市 31
労働者

（非正規）
マスクがいつまでもつか、オーバーシュートした場合どうすればいいのか、イベントに行きづらい

40 船橋市 29
労働者
（正規）

外出ができないこと。仕事については必要なときのみ出社し、必要なければリモートワークしているため特に影響なし。

41
大網白里
市

28 農民
マスク、トイレットペーパー、消毒液不足。若手自民党議員さん、本当に消費税減税するのでしょうか？するならしてほしいで
す。

42
東京都三
鷹市

20
労働者

（非正規）

動物園で飼育員をしているが園が休園になり動物たちはのびのびとしている。公立動物園だが売店や入園料からの収入も大
切であり、当然今は一切それが入らない状態。現時点で支給される給料の変化は無いが今後が不安。不要不急の外出を自
粛ではなく禁止してほしい。それに加え週末だけでなく毎日でいいと思う。明らかに不要不急と思われる数人のグループなど
をよく見かける。

43
神奈川県
平塚市

20
労働者
（正規）

時差出勤で通勤ラッシュから時間をずらして出勤しています。また、交代制でテレワークも行っています。実家で祖母も一緒に
暮らしているので感染した場合移してしまわないか不安です。高齢の方だけの世帯は、買い物に行くだけでも感染リスクが高
くなると思います。自治体で必要な買い物のサポートもできたら良いのではないかと思います。

44
神奈川県
横浜市

20 労働者
仕事の変化はない。窓口業務だからテレワークもできない。平日は電車で出社するのに、土日だけ外出自粛する意味が理解
できない。さらに食料は買い占められ、仕事後にスーパーに行ってもほとんど品物が残っていない。マスク２枚なんて意味な
い。それより生活費が欲しい。

45 市原市 25 専業主婦 学校休校延期がいい 不安でしかない

46 千葉市 35 主婦 子供の学校

47
松戸市 40 主婦 県立高校に通う子がいます。松戸市の小中学校は再開延期がされましたが、松戸市内の県立高校は再開です。徒歩通学の小中学生よ

り、電車で通う高校生の方が感染リスク高いですし、出席率によっては留年してしまうから、再開なら行くしかないです。
どうか、県教育委員会に学校再開延期を申し入れてください。お願いします。

48 市原市 34 主夫 出掛けるのは気が引ける

49
新潟県 20 労働者

（正規）
外出は極力控えている。

50
千葉市緑
区

38 労働者
（非正規）

世帯主3割減給、妻9割減給、微々たる額なのかもしれませんが補償対象外はきつい。国の補償にこの先も希望見出せず来週から医療
機関に転職します。自粛の最中、子供の事を考えると働くも働かずも恐怖です。

51
川口市 30 労働者

（正規）
在宅勤務になった。自民党はマスク2枚配布とかふざけた事いってないで、全国民に現金一律給付かつ消費税減税を実現してほしい。今
のままだと、お金使う気もないし、本当に経済が回らなくなると思う。

52
労働者
（正規）

特にありません

53

千葉市 25 労働者
（非正規）

物流系の職場で働いている。持病を持っている人は今月12日まで休みになり、従業員の人数は減る。緊急事態宣言が出て通販の人が増
えるだろうから、荷物はこれから増える見込み。仕事の影響は本当に大きい。
給付金の内容には納得できない。受け取る条件が狭すぎる。田舎暮らしで住居手当があったとしても無理がある。現金を条件を設けずに
一律給付すれば、外出や出勤をしないで済む人も増えて、もっと自粛されると思う。
本当に自粛がされれば、自分たち物流系の労働者も感染しにくくなる。逆に物流系で感染者が出たら本当に通販も使い物にならなくなる。
実際別のベースで感染者が出てそこがストップし、翌日自分のベースの荷物の量が一気に増えた。自分のベースは各地のベースで比べ
た時に、日本で中心となる物流棟で、ここがストップしたら他の場所がパンクする。長距離ドライバーも関西や東北から来ているため、感染
率は高い職場と言える。いつ感染するか分からないので一律給付と自粛を一緒にやって、少しでもリスクを減らして欲しい。

54
千葉市 30 労働者

（正規）
緊急事態宣言が出ている中での千葉市の登校日をなくしてほしいです。1回はやむを得なしとしても、週に１回ペースで登校日を実施する
のは緊急事態宣言の趣旨にそぐわないと思います。
千葉市長はツイッターの市民の声を聞き入れてくれません。かばさわさんだけが、市民の声を聞いてくれています。



55
千葉市 25 労働者

（正規）
みんせい千葉さんのツイート意見に同意です。千葉県内のほとんどの学校が登校日を取りやめている中で「子供は感染拡大の役割を殆
ど果たさない」と4月1日の専門家会議のコメントを13日に堂々とツイートする市長に困っています。保護者に出欠を任せられても困りま

56

千葉市 28 労働者
（正規）

育休延長をしたが、5月末までに復帰をしなければ保育園が退園になることに困っている。復帰先が病院なので5月末に職場が落ち着い
ているわけがない。もう少し期限を延ばせないのか。
また、旦那が都内へ通勤しているが緊急事態宣言を受けてもなお職場でコロナへの対策がほぼない。職場に訴えているが、上司は聞く耳
を持たず。どこに相談すればいいのか。

57
鎌ケ谷市 26 労働者

（正規）
医療機関への補償を充分に行ってほしい。
医療スタッフが疲弊するばかりか、外来患者も少なくなり、収益にも影響がでると思われる。

58
松戸市 24 労働者

（非正規）
子供を預かる場所で働いてるが、休みにならない。子供を守るためには人数を減らすでは無く、休業にするべきではと思っている。人数は
1桁になるくらい減っているが、完全に感染しない保証はどこにもない。預かってる職員も感染する可能性もあると思うと怖い。

59
杉並区 46 主婦（パー

ト）
仕事が休みになってしまい、今月の私自身の収入がなくなりました。
主人は出勤していますが、私の稼ぎを補填として使っているため、今月はかなり厳しい状況です。来月以降もどうなるかわからない不安が
あります。

60
千葉市 27 労働者

（正規）
千葉市登校日について登校は強制ではなく自由だったはずなのに登校率を市長が出すことがおかしいと思う。欠席者への差別を助長す
ると考える。市民の声として抗議してほしい。

61
千葉県稲
毛区

21 労働者
（正規）

37.5以上の高熱の場合や、体調が優れない場合には、会社を安むことを推奨され、人が少ない時間帯に通勤することが許可された

62

浦安市 33 労働者
（正規）

・育児休業がそろそろ終わるが、この状態で保育園の申請をすべきかどうか悩む。もし申請しない場合は育休給付金が終わってしまう。で
きれば、保育の利用申請しなくても、休園措置が取られている市区町村では給付を延期できるようにして欲しい。
・奨学金の返還猶予をコロナによる就労困難の場合は、猶予期間にカウントしないで欲しい。
・夫が市内のホテルに勤務しているが、中小企業ではないので、自分たちでリカバリーするしかない。観光業に収益を頼っている市区町村
では、観光業に対する支援もしてほしい。浦安は特に、ディズニーの休園でほとんどのホテルが困っているはず。夫も給与大幅カットで、
老後や子どもの将来のための貯金を崩さなければいけない。
・休園中の子どもや先生たちの交流を、テレビ会議などでやってはどうか。

63
千葉県千
葉市中央
区

43 自営業・フ
リーランス

学校に登校日がある事。専門家会議は元々コロナは動物由来でありながら獣医学を取り入れてないので子供に関しても違う見解になっ
てしまっている。本当はどの年代も同様に同じ事がおきますので早急に対応して頂き存じます。オンライン授業で全て出来ますし切に希望
致します。医療機関を更に圧迫する事になりますし、このままでは国や県や市に賠償問題に成りかねない事態も想定内です。

64
千葉市 39 労働者

（正規）
千葉市長が市民の声を全くきかない

65
長崎県対
馬市

28 労働者
（正規）

ホテル業の勤務縮小により、収入減

66

香取市 58 企業経営 千葉県で企業経営をしています。主な営業内容は、販売、ITコンサルタント、飲食店などです。
千葉県の委託による離職者等再就職訓練を行っていましたが、2020年4月に県の指導により休講となっています。千葉市で営業している
飲食店も夜間の営業を自粛し、ランチタイムも客足が減っており、売上は減少。香取市にある店舗は、外出自粛要請の影響でほとんど来
客もない状態です。
日本政策金融公庫の融資を申し込みましたが、断られました。これまでの営業状態が芳しくないことが理由のようです。融資条件を通常よ
りは緩和していただけるという期待がありましたが、そもそも体力のない企業は救う価値がないという宣告を受けたような気持ちでおりま
す。
今後どのように企業活動を続けていけるのか、まったく当てはありません。従業員の解雇もやむを得ない段階にきています。江戸時代か
ら続いている家業ですが、廃業が目前に迫っていることを痛感しています。



67

千葉市 36 自営業・フ
リーランス

緊急事態宣言の最中、
三密の空間作りやすい小学校中学校の登校日が休校中にも関わらず二回もあります。
欠席者は欠席扱いしないと言いながら市長は出席率をTwitterで自慢げに公表しておりました。
コロナがどのように影響するか全容が見えず感染者が増え続けている現在、
子供を行かせない判断を親に丸投げするのではなく
千葉市として責任を持って休校する判断を下してほしいです。


68

幕張町 37 無職 他県では学校での感染が確認されている中、何故頑なに千葉市の登校日が無くならないのか不思議です。欠席するかしないかは各家庭
で判断出来るとの事なのに、学校からのメールには「教育委員会から分散登校を実施するように指示がありましたので、ご理解とご協力を
お願いします」と暗になるべく登校するように言われている気がします。また登校日には宿題の途中経過を確認するので持参するようにと
通達がありましたが、家庭の判断で欠席した子が登校せずすぐに宿題を提出しない事が、今後の成績上不利にならないのか気になりま
す。
市長は他の自治体と比べて様々な政策への対応が早くて頼もしいと感じていましたが、登校日に関しては冷たいと思う位SNS内で黙りを
決め込んで、今後も不安な状況の中千葉市だけ学校再開や登校日が増えるなどするのでは無いかと不安になります。

69

横浜市 31 自営業・フ
リーランス

現在、完全歩合の仕事をしています。
コロナの影響で仕事が出来ずお給料が出ないため固定費や奨学金の支払いに困っております。
体調を崩しやすいこともあり両親と暮らしていますが、折り合いが悪いため家にいる時間が長いとストレスも溜まりやすいです。
父も歩合の仕事のため給料が落ちているため家族共々きつい状態です。

70

船橋市 30 労働者
（正規）

・仕事が医療関係のため、自身や周囲の人に感染のリスクがあることへの不安
・感染リスクから患者の来院が減ったり、コロナ対応で人員を割いたりしている中で、公的に保障されるのかどうか
・外出自粛による人々のストレスの高まり、コロナ鬱など国民の心身面への不安
・いつに収束するのかの見込みもわからず先が見えないことへの不安
・政府の頼りない対応への不満。国民の声が届いていないと思う
・人々の不満が溜まり、弱いものを叩く風潮が強まる恐れがあること

71 市原市 32
労働者
（正規）

仕事場の病院でもマスク不足により1人1日1枚の使用になっている。面会禁止になっているため、ご家族などとの対応が時間
がかかってしまっている。自身が感染した場合、患者さんへ移してしまう可能性があり、重症化してしまう方々がたくさんいるた
め、不安と責任の重さが大きく精神的ストレスになっている。私生活でも制限されることが多く、いつまで続くのだろうか先が見
えず不安。

72 千葉市 29 無職
働けなくて困っています。求職しているけど、求人がコロナでなくなったから。弟が携帯ショップで働いている。コロナの影響で
市内の店舗にあちこち行かされている。現在の店舗は終電に間に合わないため、ホテルで寝泊まりしている。4月14日まで家
に帰ってこれない。母親が持病を持っていて、コロナにかかったら本当に危ない。

73
千葉市 36 労働者

（正規）
介護職です。元から低待遇の上、この事態においても何の手当も足されず長距離通勤で感染のリスクを負わされています。
議会ではっきりと「必要ならコストをかけるはず、要らないのなら要らないとはっきり言え」と言ってもらえませんか。私は議員でないので言
えないのです。

74

浦安市 23 自営業・フ
リーランス

自分で会社を経営しているが、緊急事態宣言により仕事が0になりました。
毎月売上が200万円〜350万円あったが4月に関しては50万を下回り、5月に関しては今のところ仕事が入らなく売上が0の見込みです。
自粛要請が出ているので自粛はしているものの収入がないんじゃ意味がない。1月に子供も産まれこれからだという時にこの状態。給付
金の話もあるが対応が遅すぎる。
このような状態であれば自粛しないで仕事をしたい。家にいるのもつらい。
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