
 

【マスク】 

マスク、消毒薬の入手困難が解消されていない。（50 代男性） 

 

マスクが買えないこと（50 代女性） 

 

花粉症で困っているのにマスクがない（20 代男性） 

 

マスクがない。子供のケア。（40 代男性） 

 

マスクが手に入らない。乳幼児がいるが、赤ちゃんはマスクができないし、2 歳の幼児はマ

スクを嫌がるため、外出が不安。また、おしりふきや清浄綿など乳幼児に必要なものを買い

占められて困っている（30 代女性） 

 

マスクと消毒薬が無く、ニュースで流れてるマスクやら消毒薬は何処へ行っているのか？

子供用マスクを送ってほしいです。（30 代女性） 

 

マスクが手に入らない。居酒屋やクラブなどに行きにくい風潮（50 代男性） 

 

息子の職場(ホテル)が心配です。マスク、アルコール消毒液、シートが店頭に、無い（60 代

女性） 

 

マスク不足と気軽に病院に行けないこと（40 代女性） 

 

消毒液、マスク等の不足（40 代男性） 

 

会社の経営状況悪化による収入減少。マスクが手に入らない。（40 代男性） 

 

マスク不足。子供の学業関係。金銭面。（40 代女性） 

 

マスク等が普通に買えない。自分が知らないうちに感染者なっていないか不安(医療体制が

不十分のように感じる)現在の経済政策ではダメだと思う。消費税 0％や、国民一人一人に

30 万以上の現金給付などの対策をとるべき。（50 代男性） 

 

花粉症なのにマスクが買えないこと。手作りしようにも、材料が売ってないこと。（40 代女

性） 



1,マスク不足。2,30 万円給付金は収入減 1%から 49%は貰えないところ。3,昔からそうであ

ったようにアメリカと同じようになる気がします。（40 代男性） 

 

マスクがない（30 代答えない） 

 

マスクを早急に購入出来るようにして欲しい。（60 代男性） 

 

マスクが手に入らない（40 代女性） 

 

我慢している人が多い中、マスクをしていないなど、意識が不足している人が一定程度いる

こと。（40 代男性） 

 

マスク不足（50 代女性） 

 

実家が福岡と兵庫なので帰省できない。消毒液が手に入らないので困る。マスクよりもアル

コールなどの消毒液を各家庭に１つ配って欲しい。（30 代女性） 

 

大学に入校禁止になったこと。マスクだけでなく、一部の食料品の不足が発生しているこ

と。（20 代男性） 

 

マスク不足（40 代男性） 

 

マスクが何処にもない。（60 代男性） 

 

雇用、求人が今後どうなっていくか懸念を頂いている。また、政府が出した一世帯当たりマ

スク 2 枚や所得が下がった家庭にのみ現金給付するのはどうかと思う。餓死してしまうか

もしれないのにそんな面倒くさい手続きを誰がするのか。すぐにでも全国民に現金給付す

べきだと思う。（20 代女性） 

 

自分や子どもが持病を抱えており、感染を非常に危惧しています。人それぞれコロナウィル

スの恐ろしさの感じ方に温度差がある事、医療現場が大変なこの状況なのに無防備な人が

いる恐ろしさを感じます。マスクの不足、特に医療現場の防具の不足など（60 代女性） 

 

マスク等入手困難。（60 代男性） 

 

北海道が鈴木知事が先んじて発令した緊急事態宣言で感染抑止が出来ていたが、首都圏か



ら帰郷や観光客が増えて第二波が来るんじゃないかと言う不安。マスク、消毒液が売ってい

ないので予防措置が取れない。（30 代男性） 

 

マスク不足（20 代男性） 

 

マスクが買えない（40 代男性） 

 

自身が感染しているのか、そうでないのかがはっきり分からないことで困っている。不安解

消や自身で身の振り方を判断するために、マスクより自分で使える検査キットを配布して

欲しい。（50 代男性） 

 

若い人、特に中学生から大学生の行動が気になる。公園や河川敷に複数人で集まりマスクも

せず濃厚に接触している。この認識を変えなければ感染を食い止めることができない。保護

者への罰則などがあればいいのだが。（40 代女性） 

 

先日発熱した時、コロナの検査をしてもらえないことが不安だった。今は家族に陽性が出た

時家庭内隔離や、接触者に感染を防ぐマスクの不足が不安。（60 代女性） 

 

マスク不足。（30 代男性） 

 

マスクつけないと施設に入るのに躊躇してしまうがマスクが売っていないので困る。（40 代

男性） 

 

マスクが購入できなくて、もうすぐ手持ちがなくなること。（40 代男性） 

 

仕事の時間が減り、給与が減ること。普段労働し、納税をしている意味を感じられない。年

金貰っているだけの年寄りならまだしも、それを納めている我々に対して惨すぎる対応で

は無いか？マスク 2 枚？ふざけるな。もっと国民の最底辺の人間にも目を向けるべきだ。

（20 代男性） 

 

マスクがない。一人で不安。この先、生活できるのか不安。（40 代男性） 

 

マスクが購入できないこと。（30 代男性） 

 

マスクが足りない（60 代男性） 

 



マスク 消毒液（70 代女性） 

 

マスクが手に入らない（40 代男性） 

 

マスク不足です。もう諦めていますが、ドラッグストアにも販売方法を考えて欲しいです。

いくらガーゼマスクがあっても、使い捨てマスクも仕事時には必要。（30 代女性） 

感染とマスク食料危機（40 代女性） 

 

アレルギー性鼻炎なので、マスクが購入出来ないが困ります。（50 代男性） 

 

マスクが買えない（30 代男性） 

 

子供が 4 人おります。小学校が休校になり食費も圧迫されました。この度の給付金につい

て調べると本当に困窮している方のみということ。子ども手当の追加金についても我が家

は受けることはできません。子ども手当の追加金は全世帯でよかったのではと思います。こ

の件については早急に考え直してほしいです。マスク送付で国のお金を使うのであればも

っと違うつかいかたをしてほしいです。何のための首相ですか。腹が立って仕方ないです。

子供の命を守るのは親しかいません。首相は、議員は国民の親なのではないですか？（30 代

女性） 

 

介護施設の管理者ですが、マスクの不足と職員の不足が問題です。（40 代女性） 

 

マスクやアルコール類の入手（40 代男性） 

 

マスクやアルコールの確保。福祉関係の職業柄、また複数の家族が基礎疾患を抱えているこ

ともあり日常的に使用したいが、休みの日に何軒回っても在庫がないことが多いので苦労

しています。（30 代女性） 

 

・花粉症なのにマスク不足な事。・中国人みたいに、トイレットペーパー等の爆買い。・コロ

ナ感染者の情報をもっと知らせてほしい。・安倍総理は、もっと早く指揮をとって欲しい。・

30 万円の給付ですが、もっと具体的に申告方法等の説明が欲しいです。困ってることだけ

てなく、色々買いました。（40 代女性） 

 

マスクが不足（80 歳以上男性） 

 

マスクの入手が困難であること（30 代女性） 



 

マスクが手に入らない。（50 代女性） 

 

食品卸売業にいますが、大幅に売上が下がってる事と          マスクが安価で買えない

事です。（40 代男性） 

 

・息子が都内で美容師をしています。妻子もいるのに収入が激変したため、食品と現金を送

りました。自分自身もお金に余裕は無いので ⾧期化することが心配です。・92 歳の母が、

「30 枚入り 3,600 円、3 箱まで」というマスクのチラシを見て注文したそうです。「夢グル

ープ」という会社のチラシです。地域の店では全く手に入らないので腹立たしく思います。

（60 代女性） 

 

マスク、除菌剤の不足（60 代男性） 

 

病人を介護しているが、アルコール消毒がなかなか手に入らない。手持ちのマスクが減って

いるが、なかなか手に入らない。たまにマスクが売っているが、前に比べて非常に高くて、

いやになる。（70 代女性） 

 

マスクが買えない。景気によって旦那の仕事がどうなるのか心配です。（40 代女性） 

 

感染が、怖くてマスクがはずせない（50 代男性） 

 

私は国から公共事業を指定された会社に勤めています。仕事が休めないので、マスクの提供

や買い物を優先出来るなどしてほしい。休んでいる方に給付金で支給され危険な目に合い

ながら働かなければいけない人は給付金が支給されないのはいかがなものかと思います。

年収に応じて税金を払っているのだから全国民に支給するべきだと思う。（40 代男性） 

 

・未だに通勤電車が混雑している。・買いだめが始まっている。・マスク、消毒液が入手でき

ない。（50 代男性） 

 

収入が減り生活に困ってます。でも安倍晋三は世帯を限定するとかで私には関係のないこ

とで困ってます。国民一律に配る方がコストもかからず早くていいはずです。マスク二枚で

経済回るんですか？って聞きたいくらいです。安倍晋三は馬鹿としか言いようがありませ

ん。てか国のトップがこれじゃ日本が崩壊するのも時間の問題です。安倍晋三は総理大臣の

器じゃありません。一回一般庶民の生活をしてみては安倍晋三（20 代男性） 

 



マスクがない！生活必需品の買い占めイベントの中止（50 代女性） 

 

5 月に出産予定で感染予防に必要なマスクが手に入らないこと。生まれてくる子どもにうつ

らないか一番不安。（30 代女性） 

 

医療に携わってます。医療現場でマスク不足が深刻で、マスクの使い回しが日常的に行われ

てますが、1 度利用したマスクや手袋は患者様にとっても我々にとっても感染源となりま

す。経済対策も必要なのはわかりますが、感染を予防し、収束させるには医療現場の崩壊を

させないことは絶対ではないかと思うので、その辺りを考えて欲しいです（30 代女性） 

 

いつまでたってもマスク不足が解消しない事。島精機の繊維編み機のマスク製造データの

無償公開など、有益な情報は何度でもテレビ放送して下さい。（30 代男性） 

 

マスク不足。飲食店やコンビニ等の出入りに不安。バイクや魚釣りの範囲などレジャー等の

行動の仕方の物差しが無い。（50 代男性） 

 

マスク、消毒液の不足子どものストレス、学習不足（40 代男性） 

 

マスクがない（50 代男性） 

 

マスクや除去シートが手に入りにくいこと。（40 代女性） 

 

マスク、消毒液などが手に入らないこと（50 代男性） 

 

仕事に行く際に使う、マスクが手に入らない。除菌グッズも手に入らない。ありがたいこと

に、それだけで済んでいます。（40 代女性） 

 

マスクが、手に入らない。（70 代男性） 

 

マスクがもう数枚しかなく困ってます。マスクを国民全員が平等に買えるようにマイナン

バーや誕生日の末尾などで管理販売したらどうでしょうか。（50 代男性） 

 

マスクがない（40 代男性） 

 

マスクが手に入らない。花粉症なので欲しい。国が 1 世帯２枚支給してくれるのを待って

いる。国会議員の給料をカット(3 割程度)して国民の支給するのにまわせば良い。（60 代男



性） 

 

マスクを購入することが出来ない。（40 代男性） 

 

マスクの不足。（30 代男性） 

 

マスクが手に入らない（50 代男性） 

 

マスクが買えない。収入減少家庭だけではなく、一律にするべき。もしくは、全員に平等に

なるよう消費税をなくすなど、国民の意見を取り入れるべき。（30 代女性） 

 

予防する為のマスクが手に入らない。もっと、早めに流通して欲しい。被害が、拡大しない

うちに。（60 代男性） 

 

自粛要請に伴い、自分の身の回りのひととの連携が取りづらくなっている点。また、緊急事

態宣言が発令されたことにより、日用品の購入や食料品の確保に不安を抱いている。最後に

安倍首相が提案している 1 世帯に 2 枚のマスク配布だが、各家庭によって居住人数が異な

るため十分な予防対策とは言えないと思う。（18、19 歳男性） 

 

マスクがいつまでもない。沢山のお金が動くことで、これからの日本や子どもが大人になっ

てから、そして自分が定年後に年金が貰えるか心配。（30 代女性） 

 

マスクがない（60 代男性） 

 

マスク、消毒液、ハンドソープが買えない。マスクを作ろうとしても生地などの材料が売っ

てない。店から普通サイズのマスクが売ってないのは、裏で定員が取り置きしているため、

余計に買えない。新学期も始まりお金がかかるのに収入が減り困っている。（30 代女性） 

 

マスクを付ける事！外出が自由に出来ない事！（60 代男性） 

 

仕事が休みになり収入が減っている。マスク、アルコール除菌剤がない（40 代女性） 

 

マスクが無い（50 代男性） 

 

今日から 5/6 までパート先が休業となりました。休業補償がないので経済的に困窮してい

ます。30 万給付の対象にならない多数の国民が経済的に困窮するのが明らかなのにこの対



応は異常です。児童手当に 1 人 1 万円追加給付ではもう 3 月からの休校で使った金額をゆ

うに超えており足りません。アメリカのように全国民に小切手送ってください。小切手印刷

代とマスク二枚の金額を比較していただきたい。いまはみんな困ってます。貯蓄にまわす余

裕のある国民は僅かです。国民に生活費を下さい。（30 代女性） 

 

大人用、子供用のマスクが手に入らない。（40 代男性） 

 

マスク戻る付けずにいる人がいる事。（60 代男性） 

 

マスク等必要品を一部の方が買い占めている(私が聞いたのは、高齢者が「今ＯＯ枚ためた、

あとＯＯ枚いる」とかいう会話。正直そんなに沢山必要ですか？（40 代男性） 

 

マスクが購入出来ないこと。（20 代男性） 

 

マスク、消毒薬不足（30 代男性） 

 

マスク入手（50 代男性） 

 

マスク以外にもトイレットペーパー、ハンドソープ、除菌スプレー等の入手が困難。開店前

のドラッグストアに並べば入手できるようですが、共働き世帯にそれは困難であり困って

います。（30 代女性） 

 

一般市民が紙マスクを購入できない。台湾の様に、購入歴等管理すべきだと思う。（40 代男

性） 

 

マスクが手に入らない。（40 代男性） 

 

家族、会社関係等、市内に感染者もいなく週末の外出を控えるくらいで大きな生活の変化は

ないが、マスクが手に入らない現状に物流がどうなっているのか気になっている。また、北

海道は 2 月末から学校が休校になっていたこともあり、今までよりお昼ご飯等食費がかか

ってしまった。『収入が減ってないからいいだろう』ではなくそう言う家庭にも支援をして

もらえるとありがたい。（40 代男性） 

 

マスクや消毒液等が全くドラッグストアや店に売っていない早くどうにかして欲しい！

（40 代女性） 

 



マスクの供給をお願いしたいと思います。（18、19 歳男性） 

 

マスクがないが国から貰うアベノマスクはいらない持病を持っている私は病院に行くのが

命がけです（50 代女性） 

 

営業自粛による賃金の取得低下緊急経済対策での給付金取得の条件が限定的過ぎる、一世

帯にマスク 2 枚支給等の政府のお金の使い方が愚かすぎる（40 代男性） 

 

拘束性のない宣言ではなんの効果も期待できない。30 万の給付については、必要なところ

には必要だと思うが、不要なところにもいく可能性もある。もともとは税金であることの意

識はあるのだろうか疑問である。非課税世帯には対策はないのだろうか。今回の対策は、収

入があったところへのみの対策である。とにかくマスクは給食マスクは誰も使わないとお

もうので一刻も早くやめてほしい。（40 代女性） 

 

マスクと消毒液の不足分野の違う職種でもマスクの生産ができないか検討してほしい（20

代男性） 

 

マスクが手に入らない仕事をしているので、日中並んで買うことが出来ない布マスクが支

給されても、使うことはないと思う（50 代女性） 

 

マスク  アルコール消毒液が全然 売ってないので早く欲しい。増産してるとの事だが  も

っと増産できない物なのか疑問に思う。（40 代女性） 

 

安倍総理の無能!格好だけ付けるのをやめてほしい！もっとしっかりした対策を出してほし

い!30 万の給付保障の厳しい条件も、二枚の布マスクも、もう日本だけではなく、世界の笑

いものになっている!恥を知れ!（50 代女性） 

 

毎日出勤してるがマスクが足りない（30 代男性） 

 

マスクや除菌商品などが手に入らない。（30 代女性） 

 

マスクや消毒液の供給が不十分なこと。コロナ疎開してくる人達からの感染拡大の懸念。

（30 代女性） 

 

うちは車がなく運転できる人がいないので、もしコロナの症状がでたら移動手段がありま

せん。公共交通機関を使うと感染がひろがりそうなので。母が老健にいて面会ができませ



ん。認知症なので悪化しないか今度会ったら私の事を覚えるか不安です。とにかくマスクが

手に入りません！（50 代女性） 

 

診療所を開業している。マスク､アルコール不足あり。帰省してきた子供がウィルスをもち

こんでこないか、とても心配。発熱の患者さんからの電話対応が大変。（70 代男性） 

職場がマスク必須だが、マスクが確保出来ない。（30 代男性） 

 

たとえば医療現場にマスクが不足していることなど、実際は問題が起こっているのに、政府

取り組みのほうを熱烈に支持して現場の反論を打ち消そうとする一団(ネット論客)がいる

（40 代男性） 

 

コロナウイルスによって、マスクや消毒用アルコール商品など、細かいケアを行う商品のた

めに支出が増えている状況です。給付金の支給を政府の方で決めるのではなく、国民への聞

き取り調査やまたは、全世帯に給付していただきたいです。（30 代男性） 

 

マスク 消毒液の不足休校による子供達の生活（30 代男性） 

 

マスク不足。不動産会社を経営ですか、お客様の動きが全くありません。今後が不安です。

（50 代男性） 

 

マスク不足（50 代男性） 

 

マスクがないこと（50 代女性） 

 

営業職のため、給料の減少に直結する。ただし、政府の言っていた 30 万の対象にならない

可能性があるため、奨学金や車のローンの支払いが難しくなってくる。また、マスクや体温

計が手に入らない。体温計がないと基準となる 37.5 度の熱の有無がわからない。（20 代女

性） 

 

マスクがない。アルコールと体温計もない高齢者相手の仕事だが訪問していいのかわから

ない。いつまで続くのか先が見えない不透明さがあるが、国の政策が安心感にまるで繋がら

ない（30 代女性） 

 

マスクが、買えないこと子供中学生の休みがながいことなにか、web で授業等してほしいサ

ラリーマンには、給付がない（50 代男性） 

 



発表が遅いマスク消毒に加え、ガーゼや三角巾ももっと販売して、自分でマスクをつくらせ

てほしい（20 代女性） 

 

マスクや消毒液が手に入らない。（40 代男性） 

 

マスク、消毒用アルコールの不足（60 代男性） 

 

手作りマスクの材料が全くないそれなのにマスク使用とはどういう事ですか？（60 代女性） 

マスクがない満員電車仕事がない（20 代男性） 

 

職場や家庭で使用するマスク、アルコール消毒液、体温計、使い捨てエプロンなどが手に入

らないこと。関東圏へ単身赴任している夫が 5 月の連休も帰省できないこと。（40 代女性） 

 

マスクが一般に販売されていること。本当に必要な人が買えてない。医療機関に回してほし

い。（30 代女性） 

 

障害福祉関係者です。マスクや手指消毒液が不足して困っています。厚労省からはガーゼマ

スクが送られてきましたが、一人一枚で洗い替えがないことや、そもそも感染予防に効果が

ないことから危惧しています。また、家庭のことでは夫が製造業勤務であることから、社会

経済の影響が遅れて表出（所得減少など）してくるものと思われます。その時に感染がある

一定終息していたら、補助が受けられず困窮してしまうのでは、と危惧しています。（40 代

女性） 

 

マスクやアルコール系の消毒などが売っていないこと（40 代女性） 

 

マスク、アルコールなどの不足（60 代女性） 

 

マスクを手に入れるため、時間もお金もかなり使った。私はパートで、仕事もお休みにはな

ってないが経済的には影響はある。（50 代女性） 

 

マスクが購入出来ない事です。（40 代男性） 

 

マスクが手に入らないのに子供の学校では「忘れずに持ってきてください」と指示されてい

る。（40 代男性） 

 

予防の為のマスク、アルコール製品等が無い事店に並んでも数人しか買えないし中国人の



人が何人も並んで買い占めをしているのではないか疑わしい人がいる。マスク等平等に買

える方法がないものでしょうか。洗ったりして 1 枚のマスクを大切に使っています。（70 代

女性） 

 

マスクや手の消毒液が手に入らない。（30 代男性） 

 

マスクが無い（70 代男性） 

 

マスクが買えない。予防方法として手洗い うがい ３蜜だけで防げるのか？家族や身近

な人が罹った時、私も隔離されてた方がいいのか？などの 情報が少なすぎる事もっと 

検査をしてほしい なんともなく生活していますが、自分が罹っていて、知らずにうつして

いるのでは？という不安に襲われる。ちょっと 体調が悪かったりすると もしかして？

疑い始めるとキリがない状態で 心が落ち着かない。不安がなくなる、なにか情報をくださ

い。よろしくお願いいたします。（40 代女性） 

 

マスクの不足（30 代男性） 

 

マスクや、除菌グッズが手に入らない。運動不足になってしまう。（50 代女性） 

 

意味のわからない政府の対策や、仕事に支障が出る事、家族に対する感染の不安など‥毎日

の生活がかかってるので、資金の援助はしてもらいたい。その分税金をたくさん日本は取っ

てるんだから。安倍も政府も、国民の生活が全くわかってない。国民によりそった、対策を

してほしい。とりあえず何かしらの対策は、やってます。みたいな大義名分を作ってマスク

とか、けちすぎる馬鹿みたいな現金給付の条件を出した。なんの解決策にもなってない。早

くやめろ安倍（20 代男性） 

 

就職活動について・マスク着用を求められるが、売っていないので用意ができないことがあ

ること・就職活動での対面式の選考の場合、選考では充分に防止策をされているが、電車移

動をしなければならず、その際の感染が怖いこと花粉症について・花粉症予防のためマスク

を着用したいが、売っていないこと（20 代女性） 

 

マスク不足有効対策の情報ゴルゴ、ホテルのキャンセル料金（50 代男性） 

 

マスクなど入手出来ないなど感染予防策がとれない首相は真実を語らない印象が拭えず国

民が安心できる施策を望みます（60 代男性） 

 



マスクが店頭からなくなり購入できない。買いだめに走らず冷静に行動してもらいたい。

（60 代男性） 

 

マスク、消毒アルコールなど生活必需品の不足や買いだめ（30 代男性） 

 

マスクがなく 病院通院で JR バスにて移動しているが、手に入らない状態がある若い世代

の馬鹿さが目に余ります！（60 代男性） 

 

予防の為、マスクを購入したいがまったく売っていない事。（40 代男性） 

 

マスク、消毒用エタノール等が不足。購入出来ない。緊急事態宣言によって影響を受ける人

たちや企業等への給付金等の配慮が足らない。緊急経済対策による新規国債発行額が少な

すぎて、経済対策として大きな効果があるとは思えない。（40 代男性） 

 

職場でマスクの着用を強いられているが手に入れることが難しい。これから先もし緊急事

態宣言が自分の住んでる県に該当することになっても在宅勤務は難しいので困る。（20 代女

性） 

 

布マスクいらない…大量に紙マスク作らせて医療等に配布し残りを早く市場に回してほし

い。無料配布必要無。日雇いの人など収入減証明できない人もあるので一律で早く支給する

べきではないかと思う。（50 代女性） 

 

マスクが未だ品不足食料品以外の買い物や外食が自粛しているため自由に出来ない所（50

代男性） 

 

私はセブンイレブンでコンビニ経営をしている者です。この事態が政府が悪いとかは言い

たくないが、対応に疑問か残る。コンビニの経営は現状維持となりましたが、給付や支援も

一切なく当たり前の様に営業継続となりました。従業員の人員確保や売上の低下による利

益の低下。私達はボランティアですか？前日大和警察でコロナ発生という報道を見ました

が、その前の日にマスクもせずに 2 人組の大和警察官が防犯カメラを見せてくれと訪ねて

きました。政治家や公務員の方ほど危機感かないんだなと感じました。（40 代男性） 

マスクが不足している、小、中、高校が再開される事。本当にマスクなどが必要な場所に、

マスクが行き届いていない事。（40 代男性） 

 

マスクや消毒液確保は朝イチにいかないと常に売り切れなので、手元に対策アイテムがな

い。（30 代男性） 



 

マスクの入手が困難。（40 代男性） 

 

布マスク 2 枚の配布など必要性の感じない対策が報じられていること。国の予算が適切に

活用されているのか不透明なため、今回の騒動で使用した予算分、また今後増税などで国民

に返ってくるのではないかということが不安。（20 代男性） 

 

マスク（40 代男性） 

 

子供の学校休校で教育、行事がなくなったこと。それによる子供へのストレス。マスク不足。

（40 代女性） 

 

マスクも消毒液もすぐに手に入らない状況がいつまでも解消されない。医療機関ですら入

手困難なのだからしょうがないのかもしれないが、ウイルスに対処する必要な物が十分供

給されるように早急な対策を施して頂きたいです。（50 代男性） 

 

まずは収入減ります。でも給付には該当しません。夫の話では勤め先も恐らく給付には該当

しないだろうと。この場合貯金を切り崩して生活をしていかなければいけません。あとは外

出の自粛を強制的に禁止にして欲しい。近所の商業施設でマスクを着用せずに勉強してい

る子供達がいます。これは不要なのではないでしょうか。ましてやマスクがないのなら外出

すべきではない。政府の方々はじめ、私達国民の危機感がとても薄いです。海外の様に強制

的な取り締まりが必要だと思います。（30 代女性） 

 

マスクとアルコール除菌が店頭で買えない。不要不急な外出をする人がいること。１世帯で

はなく個人の収入減で経済対策をしてもらいたい。（30 代男性） 

 

マスク、消毒液（60 代男性） 

 

衛生用品の不足。マスクが手に入らない。学校や予備校の休講。受験生がいる家庭には厳し

い。（40 代女性） 

 

マスク等必要な物資(物・金)が無くなっている。政府の対策が経済優先で悲しい、人の命を

最優先すべき！（70 代男性） 

 

マスクが買えない。咳が出ていても熱がなければ仕事に出なければいけない。検査をして確

かめることもできない。（50 代女性） 



 

収入は減らずとも、マスクや消毒液など支出がふえているのに、その事は考えらていないこ

と（50 代女性） 

 


