
 

【仕事】 

仕事の受注減（30 代男性） 

 

仕事の電話が鳴らない（40 代男性） 

 

1 月下旬にガンの手術したばかりなので感染がとても怖いです。なので社会復帰(仕事復帰)

することも怖くなってしまいました。（40 代女性） 

 

自宅待機が 5 月連休明け迄と発令され、仕事に支障きたすものの協力せざるを得ない。（70

代男性） 

 

個人事業主なので売上が減少しました、それが一番不安ですでも仕事しないといけないで

す。（60 代女性） 

 

日払いの仕事のため、収入が減っている事（20 代男性） 

 

仕事がなくなってきてる（40 代男性） 

 

お客さんがいなくて仕事にならないがそれでも仕方なく仕事している外に極力出ないよう

にと言われるが誰が家賃や光熱費を払ってくれるのか？今の政府鱧はや信用できない（60

代男性） 

 

仕事が動かず、なかなか受注まで行けない。（40 代男性） 

 

仕事が出来なくなったこと。（50 代女性） 

 

飲食店なので仕事がない、人が来ない、住宅ローンが払えない（50 代男性） 

 

仕事が減った（40 代男性） 

 

フリーシフト制の仕事が大幅に減った。SARS の時以上に。おまけに転職活動中でしたが求

人事態を中止する企業も増えてきました。収入が確実に減っているサ−ビス業接客業をお

ざなりにされています。百貨店やショッピングモ−ルのテナント店舗の会社はかなり打撃

を受けています。きちんと考えて欲しいです。（30 代女性） 

 



舞台をやっているので仕事が全部なくなりました。元々非課税ではありますが、保障がある

のかどうか心配です。（30 代女性） 

 

感染が広がって来ているのに仕事を休むことが出来ない事。（40 代男性） 

 

不安の中で仕事をし続ける事。（40 代女性） 

 

発表が遅いのと強制力…というか、守らなくても特に何もないのがダメだと思う。30 万の

給付の基準が分からない。保険外交員である人は、お客様に会わなければ仕事が始まらない

し、仕事が無いことをどのように証明すればいいのか？きちんと分かるように説明いただ

きたい。（40 代男性） 

 

仕事にならない事。（50 代男性） 

 

感染拡大により仕事が減り、減給になったにも関わらず政府の一時金の対象ではないため

補助も受けれず困っています。（30 代女性） 

 

活動が制限される事仕事が制限される事（60 代答えない） 

 

仕事で遠隔地へ行くのに一定の制限が発生すること。日常生活では特に無い。所属団体のイ

ベントや会議の中止が相次いでいるので、楽になっている。（50 代男性） 

 

仕事で病院に出入りしており、普通の方より感染リスクが高いのですが、完全に自助努力に

とどまっており、不安な状況で仕事していること。またそれによって自分がもしかするとク

ラスターになっている可能性を否定できないこと（40 代男性） 

 

営業職の仕事に支障があり歩合のため収入が減ってます。３０万給付を全世帯にお願いし

たい！（30 代男性） 

 

3 月から休校に伴い仕事を休まざる終えない状況で給料は入らない。助成金は世帯主じゃな

いと貰えないなど制限が厳しすぎる。世帯主は働けても育児をしてるのは世帯主ではない

人が多いと思う。もっと範囲を広げないと何も変わらない。困ってる人もっとたくさんいま

す！（30 代女性） 

 

仕事の面で非常に困っています。私は住宅業界に身を置く、ハウスメーカーの営業マンで

す。住宅関連の資材が入らず住宅の工事に影響が出ていたり、お客様の引越し、新たな生活



の予定も崩れてしまうのが見てられない。それと、会ってお話をして信頼関係を築いていく

事もままならない。はやく終息してほしいし、ワクチンの整備や、次コロナに掛かってもす

ぐに対応出来る体制を整えて頂きこの問題の解決としてほしい。（30 代男性） 

 

なってしまったら  仕事もできなくなるしみんな にも迷惑もかかるので 検査が早急にで

きるようにしてもらいたい（70 代男性） 

 

仕事が決まらない（40 代男性） 

 

給付が受けられないため、自粛も出来ない。生活のため仕事に出るしかない。給付の条件が

酷過ぎる。政府に絶望感しかない。（30 代男性） 

 

仕事で使う材料が入らない。何時どこで感染するか分からない事（50 代男性） 

 

主人の仕事には影響はないが、私の仕事は０に。でも給付対象外。安倍首相が国家公務員は

給料が変わってないからと言ったのに、手当て額が変わらない生活保護にも何故給付？年

収何千万もあるスナックのママにも給付？外国籍の人も支給対象？真面目に働いて税金納

めてる人には何もしないなんて、今度の自民党は大敗なはず。仕事がないので保育所の退所

を求められるのかと不安。そしたらまた保活...なので、別の仕事を急ピッチで探している（20

代女性） 

 

大学の授業開始時期が遅れてしまったことに加え、5/6 までの仕事（飲食店アルバイト）が

全てなくなってしまった。（18、19 歳女性） 

 

仕事への影響で収入が低下しているので固定費の支払いだけで月々赤字になってしまう。

（30 代男性） 

 

フィットネスインストラクターです。仕事ができなくて、収入減はもちろん、息抜きもでき

ないのが辛い。息子がいますが、保育園にお願いできず、100%育児に向き合うのも不安で

す。（30 代女性） 

 

仕事が無い（50 代男性） 

 

行動範囲の制限と、夫はイベント関連の職種のため仕事が激減。収入がなくなり生活に不安

がある。（60 代女性） 

 



家族が仕事を休めず、自分や小さい子供が外出自粛しても不安がなくならないこと。（40 代

答えない） 

 

仕事がまだ不透明（70 代女性） 

 

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） 

 

仕事が止まって、この先が読めない。周りも皆そうだ。配るという 30 万も蓋を開ければ殆

どの人がかなりの少額しか受け取れなさそう。選挙が大切と思い知る。（50 代男性） 

 

自分自身はテレワークで仕事もでき、収入に影響はないが、飲食店経営やイベント関連の仕

事をしている知人はかなり厳しいと聞いている。自粛を呼び掛けるならば、相応の補償を提

供すべきだと思う。（30 代女性） 

 

見えない敵だから、いつ感染してしまいか、怖い。出来る事はして、仕事もあるし、頑張る

しかない。（50 代男性） 

 

仕事、収入の減少（60 代男性） 

 

仕事に行かなければならない。緊急事態宣言などで状況が変わるたびに仕事での対応が変

わるため大変（30 代女性） 

 

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） 

 

フリーランスなので顧客からの仕事が来ないこと。（60 代男性） 

 

仕事上、官庁、省庁に提出する書類が多く困っている。国はまず足元の業務を見直すべきだ。

そもそも 1 月、2 月の時点で対応していれば救えた命も多い。政権にはあきれてしまう。世

界も同様の目で日本の遅すぎる対応を見ている。早急にリーダーを変えるべきだ。（40 代男

性） 

 

近い将来結婚する予定で埼玉から山梨に来ました。求職中ですが仕事が見つかるかも分か



りません。その場合、給付金は申請して良いのでしょうか（40 代女性） 

 

保育園を自粛せざるを得ない状況で、在宅勤務の仕事が進まない。保育園に行きたい上の子

（3 歳）のストレスコントロールが難しい。（30 代女性） 

 

仕事がなくなった（40 代男性） 

 

仕事・余暇時間の移動制限（20 代男性） 

 

休職中だが仕事が探しにくい。（40 代答えない） 

 

仕事と育児の両立（30 代女性） 

 

仕事での移動の制限(現地確認が必要な為)（60 代男性） 

 

感染拡大何らかの影響で仕事が減っている事（50 代男性） 

 

妻がパートで働いているが、子供の世話のため仕事を休むことが難しい。経済対策はありが

たいが、休めるような案を都道府県にお願いしたい。（40 代男性） 

 

感染経路が分からない人がいる限りどこで感染するか分からないので仕事に行き、自分が

感染し、家族、社内の方々に迷惑を掛ける事になると思うと行くのを躊躇してしまい、子供

達も感染したらと考えると気が気でないので、措置をとるなら考慮、会議、議論をして欲し

い。（30 代男性） 

 

仕事と家族が不安（40 代男性） 

 

コロナになるリスクを負いながら仕事に行かなければ行けない人が多くいるのが現状です。

収入減になった方々は少なからず会社が休みになり自宅待機しコロナの影響を免れていま

す。一生懸命働いている人たちに支給がないのはおかしいです（20 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） 

 

私は特に困っていません。お年寄りや、飲食業、夜のお仕事で生計を立てていた方へ手厚い

補償をお願いします。その中にはシングルマザーで子供を育てている方も多数いらっしゃ

ると思います。子供たちが心配です。（30 代女性） 



 

仕事が減る事が怖い。（60 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） 

 

仕事がない（20 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） 

 

仕事とプライベートとも身動きとれない。ただ命に関わる事なので、理解はしている（50 代

男性） 

 

育休中であるが、上の子の幼稚園休園、また、保育園自粛につき仕事復帰できないことで、

収入が減ることについて困っています。（30 代女性） 

 

リモート環境が無いので、仕事が出来ない。（本日から自宅待機）（30 代女性） 

 

親の仕事が無くなって収入がない（18、19 歳男性） 

 

仕事が減ってしまい今後の生活が不安です。（40 代男性） 

 

コロナの影響で消毒業務が増えたりとコロナに振り回されて本来の仕事に専念できないこ

と。（20 代女性） 

 

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） 

 

開業届を出していないフリーランスにも助成金が給付されるのか、扶養は外れているが実

家に住んでいて給与所得が減った者も１世帯 30 万の給付金でくくられてしまうのか説明が

不十分。そもそも 1 ヶ月と 2 週間後に感染者が減ったとしても 1 ヶ月で緊急事態宣言を解

除したら同じ事、完全に無くすには抗体薬ができないと無理だと思う。需要と供給の仕事内

以外の外出自粛にもっと効力を持たせないと守らない者も多数でるのが現状。そこから感

染がまた始まるからまず要請じゃなく罰則を設けるべき。（30 代男性） 



 

子どもたちの学校再開時期や学力体力の低下。テレワークしているがやはり効率は落ちる

し、子どもの面倒をみながらだと、あまりに仕事にならない。また、今後の所得は今後の日

本経済に比例、影響するので、とにかく早く終息し元に戻ることを祈る。（40 代女性） 

 

今はまだ仕事はあるが、これからは不景気スパイラルの連鎖がとても心配している（30 代

男性） 

 

外出自粛による家族のストレス。仕事の売り上げ減により、緊急事態宣言解除後も売り上げ

が回復しないのでは。現在は大丈夫な会社の体力も、いつまでもつのか、分からないことが

不安で困っている。（30 代男性） 

 

仕事が制約される。（60 代男性） 

 

仕事が激減しています。恐らく夏のボーナスもカットです。見通しもたちませんし、打つ手

もない状況です。飲食関係でも観光関連でもありません。美術関係です。展覧会が行われな

いと全く仕事がありません。周知されない業種でも多大な影響を受けています。（40 代男性） 

 

仕事に行かなければならない（20 代女性） 

 

保育園を運営しています。緊急事態宣言が出されても保育園の運営を通常に続けるのは無

謀です。どうしても必要なお子さんだけに限定して運営しないと、子どもの命を守れませ

ん。子どもを持つ親が仕事を休んでも大丈夫なように、もっと国からの個人への補償、企業

への理解を強く求めます。雇用系の助成金は、事務手続きが煩雑で、入金までに数ヶ月かか

ります。これでは企業側も申請しにくいと思います。事務経費の担保もありません。（40 代

女性） 

 

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） 

 

仕事が思うように出来ないこと。（50 代男性） 

 

先行き不安である。収入のことや、雇用不安。百貨店につとめているが、メーカーからの派

遣の従業員が多い。ほとんどが、契約社員だったり、日給月給のスタッフだ。人件費削減や、

ブランド撤退など。また、何もかも、来店促進のイベントやフェア等もなくなり、これから

先、売り上げをとるかなど不安だらけである。また、人と接する仕事なので、自分にも感染



リスクが高く不安でたまらない。（50 代女性） 

 

仕事が出来なくなっている事。（40 代女性） 

 

仕事ができない。収入がなくなった。（50 代女性） 

 

会社で仕事を終わった後、仲間達と酒が飲めなくなったこと（60 代男性） 

 

在宅勤務による仕事効率の低下（20 代男性） 

 

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） 

 

仕事が減りパートなので給料が減っている事 （60 代女性） 

 

仕事の不自由に対するストレス（30 代男性） 

 

マスクがない満員電車仕事がない（20 代男性） 

 

仕事が出来なくなっているため、今後の収入減で生活に支障が出るのが確実な事（50 代男

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） 

 

娘が 0 歳で感染させたくないが、仕事を休めない。自分が感染するより娘に移してしまわ

ないか心配している。（20 代男性） 

 

乳児を育てているが夫が自宅待機にならず毎日仕事に行って帰ってくるため、子供に感染

しないか心配。在宅ワークに切り替わってほしい。（20 代女性） 

 

緊急事態宣言発令されても、客先納期が変わらず、むしろ仕事量が増えていて働きづらい。

政治、経済一体となって対策を実施してほしい。（40 代男性） 

 

今は保育園も自粛しつつ保育を行ってくれており、仕事も出来るため大きく困ることはな



い。この後、日中に保育が不可となった場合は家庭保育と在宅勤務が両立できず、困るかも

しれません。（40 代女性） 

 

健康状況仕事通常の医療にもかかれない、医療機関。（60 代女性） 

 

仕事の停滞 経済活動の停滞（50 代男性） 

 

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） 

 

仕事が一ヶ月間、休みになった事イベント、旅行などが中止になった事でも、感染防止の為

には、仕方ない事だと、思っています。全世界の人が、意識を持って、感染拡大を抑えて行

けたら、と思います。（60 代女性） 

 

仕事が減っている（30 代男性） 

 

医療従事者のため、仕事は休めず、毎日不安との闘い。（30 代女性） 

 

タクシー運転手ですが、タクシーは交通機関で止めないと言っている。しかし、仕事は無い。

収入は下がるが会社に相談したら、たぶん休業補償はもらえ無いだろうと言われた。外国が

やっている様に国民全員に現金支給すべきだと思います。（60 代男性） 

 

保育園と、学童保育が休止になってしまうこと。自宅で子供たちを見ながらは仕事ができな

いし、収入が減ると思うし、子供を外で遊ばせることも自粛しなければならず、子供たちも

家に引きこもってばかりでストレスがたまりそう。（30 代女性） 

 

仕事がない（20 代女性） 

 

双子の子供との距離が近すぎて日々ストレス…まだ 4 歳で育児のイライラが強い。幼稚園

も行けなくなり…自分自身の仕事もできない…主人は都内へ出勤してるため家族バラバラ

で過ごしている子供と私はかなり早めに帰省(山梨)してるためとりあえず３人で缶詰では

ないことが本当に救い。（40 代女性） 



仕事がなくなり収入源が断たれた。なので今、仕事を探してる段階です。（20 代男性） 

私自身看護師として病院で勤めている。コロナウイルスの感染のリスクが高いのにも関わ

らず国からの危険手当等を出さないのはどうかと思う。低所得者への支援は大いに賛成で

あるが、実際に危険な環境と隣り合わせで働いていることや、仕事を自粛したくても自粛す

ることができない職場環境である、医療職者への支援を考えていただきたい。この意見が無

下にならないことを祈ります。（20 代男性） 

 

育休中で４月から復帰予定だったが、住んでいる江東区は育休延⾧は不可、延⾧するなら保

育園は辞退せよ、とのこと。仕事はテレワーク可能であっても、さすがに何日かは出勤しな

ければテレワークする内容等わからないことばかり。今月は家庭保育にできても、４月末の

職場復帰から急な保育園生活が始まるのは子供もかわいそうなので、慣らし保育は必要と

なり、このような事態でも４月も変わらず保育園生活をさせている。少し矛盾してないか、

と思う。（40 代女性） 

 

生活維持に不要な業態も活動停止を促して下さい。結局、無能なユーザーの要望に応えなく

てはならない企業は感染症拡大の助⾧をしているだけです。外出したくなくても仕事があ

るため外出せざるを得ません。本当に何とかして下さい。都内勤務です。（20 代男性） 

 

限定的な話ですが、マッサージ、エステの仕事をしています。お客様に触れる仕事ですので

現在休業中で無収入です。休業要請の事業としては、娯楽施設等に含まれるのかと思います

が、まだ明確な説明がない為不安です。理美容の経験もありますが、お客様に直接触れる仕

事なので、休業要請するべきだと思います。一緒に生活している者はテレビ局での仕事です

が、テレワークが出来る業種なのに出勤しなければならず、電車で出勤していて不安です。

（30 代女性） 

 

仕事に支障を来していること、30 万支給は、全世帯とし至急実施、することで経済が動く

（60 代男性） 

 

仕事面での売上が、前年度比 2 割になっていまいました。中小企業ですが、特殊な業界なの

で、人員が少なく、シフトを組んでなるべく出勤を減らしていますが、一人でも罹患すると

もうたち行かなく状態です。（50 代女性） 

 

仕事が規制され収入が減るが給付対象にならないこと。危機認識に個人差があり、判断基準

が曖昧な事（50 代女性） 

 

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） 

 


