
 

【子供・子ども】 

子供達が学校に行けない事（40 代女性） 

 

マスクがない。子供のケア。（40 代男性） 

 

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） 

 

子供の運動の場所（40 代男性） 

 

マスク不足。子供の学業関係。金銭面。（40 代女性） 

 

子供の遊び場がないこと（30 代女性） 

 

子供とずっと一緒にいなければいけないこと。自由がなくなりお互いイライラしやすい。

（30 代女性） 

 

子供のストレス、勉強が不十分なこと。公園で⾧い時間遊ばせたい。友達同士での関わりも

もたせたい。（40 代女性） 

 

子供の心理的安全と教育の機会の確保に苦慮しています。また、テレビでネガティブな情報

ばかり流されることに対して不安感を募らせるので距離を置くようにしています（40 代男

性） 

 

子供達の教育が滞っていること（40 代女性） 

 

子供の学校が休校になること（40 代男性） 

 

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） 

 

子供達の運動不足と学習面。（30 代女性） 

 

家にいる事により親、子供共にストレスが凄い。（30 代男性） 

 



子供の教育（40 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） 

 

子供がこの 4 月より幼稚園年少です。予防、治療薬等なく、感染力も強いウイルスですが、

入園式延期や休園等を行う対策が不十分だと強く感じます。これからの未来を背負う子供

達に対し責任感を持って、今の大人は考え行動してほしいです。（30 代女性） 

 

外出の自粛はずっとしているが、子供たちの行動の制限をさせているので窮屈だ。いつにな

ったら落ち着くのか？自分たちは外出の自粛をしているのに、自粛をしていない危機感の

ない人達がいる限り感染の拡大は収まらないのではないのか？人によって捉え方が違うの

で、もっと強制力のある法律が必要だと思う。（40 代女性） 

 

生活費、子供の勉強（30 代女性） 

 

やっているゴルフスクールを閉めることになり、収入減となる事子供の学校生活が停止し

ていること（もちろん、必要性は理解しています）（50 代女性） 

 

子供の教育。2 ヶ月も学校の授業なし。働きながらどうやって教育すればいいのか。企業も

休止するべきだ。（40 代男性） 

 

子供がいるので、コロナにならないか心配です。（30 代男性） 

 

子供の教育の問題。精神的に親も子も参っていると思うので早い時期の終息を願いたい。今

後の収入についてとても不安。国民全員になんらかの保証をして欲しい。医療現場の人へ感

謝の気持ちを伝えてほしいです。（40 代女性） 

 

県外や国外の子供たちの安否通っている公民館活動などの休止（70 代女性） 

 

子供の預け場所（40 代女性） 



 

幼稚園児の子供の教育（20 代女性） 

 

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） 

 

子供が自宅待機であり、精神的ケアを気にかけている妻は学童に勤めているため、朝から出

勤しています。大人もかなり疲れます全員が同じ対応で、1 日も早く終息することを願いま

す（50 代男性） 

 

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） 

 

4 月に子供が産まれる予定だが、病院によっては、立ち入り出来ないところもあると聞いて

おり、出産に立ち会えるか不安だ（20 代男性） 

 

感染予防の対策については日々報じられているが、万が一感染した場合の行動パターンが

想像出来ず、不安になる。まず、感染疑いで検査や診察に行く場合、公共交通機関の使用は

控えるべきだろうが、自家用車等がない場合はどうするのか。また、核家族で幼い子供を持

つ両親がコロナにかかり入院や隔離が必要となった場合、濃厚接触者であろう子供達の面

倒を誰がみるのか。遠方から高齢の祖父母を呼んで命懸けで子守りをしてもらうのか。ま

た、幼い子供が入院した場合、親はしばらく子供と面会出来なくなるのか。（30 代女性） 

子供の教育が不安と負担です。再開できる条件と、再開後のリスクについて、早めに議論し

て、方針を出してほしいです。自主性に任せすぎ。本当に抑えたいなら、法的な後ろ盾はな

くとも、ロックダウンしてくれ。くらいは言っていいと思います。一番困るのは、自主性に

任せすぎなので、割り切った対応がし辛いことです。あと、間接的に経済的な打撃が、これ

からでるので、例えば消費税暫くゼロにするとか、住民税や固定資産税、所得税などをゼロ

にする等の、社会全体に関する対策をしてほしいです。（40 代男性） 

 

子供達が学校に行けないため勉強が遅れるのではないかと心配。（50 代男性） 



 

子供の都内への通勤遠距離介護のための帰省ができない（60 代女性） 

 

子供の学習について、オンライン授業とタブレット配布を即日行うこと。PTA 活動が負担

になっている。岐阜県では保護者の自家用車を使用させて廃品回収している。資産を毀損さ

せられ、不満しかありません。（40 代女性） 

 

子供の学習（30 代男性） 

 

東京に居る子供家族が心配。（60 代男性） 

 

子供の教育（50 代男性） 

 

学校が休みになり家で食べることが増え、必要以上に食費がかかること。子供も外に出られ

ないストレスがたまりイライラしてること。（40 代女性） 

 

学校休校で共働きによる子供への負担。また自宅待機による子供のストレス。30 万の給付

も条件があり、当てはまるのは一部の人間ではないのか？国民一律に給付するべきだと思

う。（40 代男性） 

 

大人用、子供用のマスクが手に入らない。（40 代男性） 

 

子供（幼児）が運動不足になり、成⾧が妨げられること。年齢別、地域別の感染者数、感染

中患者数、重症患者数、死亡者数など、適切な情報開示がないこと。（30 代男性） 

 

元々収入の少ない世帯だから収入は大幅には減ってない。しかし子供が家にいることで生

活費は増加した。給付対象になるのか？非課税世帯は保障されないのか？線引きが不明。緊

急事態宣言都市から地方への疎開を制限してほしい。（40 代男性） 

 

子供が出張で東京にでかけたこと コロナに感染しないか心配です（60 代女性） 

 

発達障害の子供がいます。不要普及の外出の控えの意味が理解できない子供です。とても困

ります。緊急事態宣言が 7 都府県でしたがそれ以外は出ていない事も出さないなら強調し

てほしいです。それに緊急事態宣言がでている所は出ている都府県から出ないでほしいで

す。（40 代女性） 

 



今月から幼稚園に入園する 3 歳の子供がいるが、現時点で北海道が休校休園措置をとって

いないので、これから感染が拡大するのではないかと不安です。（30 代女性） 

 

子供の学習機会の提供の事で、オンライン授業の配信設備や端末の支給がまだされていな

いこと。（40 代女性） 

 

子供の小学校の予定が直前でコロコロ変わること 念のためでもはじめから⾧期間休むこ

とを宣言なりしてもらえたらこちらもそれに備えて準備できる(家庭学習環境をより整えた

り)（40 代女性） 

 

外出自粛が続き、子供たちを色んなところに連れて行ってあげることが出来ない。感染を恐

れて、せっかく近くに住んでいる祖父母にも会いに行くのが躊躇われる。（30 代女性） 

 

公共交通機関での通勤時感染の恐れ！子供達の学校再開（50 代男性） 

 

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） 

 

子供の運動不足と精神面への影響が心配（30 代女性） 

 

子供４人の精神不安がとても大きく、自宅待機で過ごすにもすでに限界を感じている。（小

学校１年、４年、６年と保育園児）（30 代男性） 

 

子供の教育を含め自分の就職についても見通しがたたない。社会活動の制限が多い。（40 代

女性） 

 

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） 

 

学校、幼稚園、休校などが延⾧され再来週から登校登園します。が、今の状況が良くなると

は思えません。その状況で子供を危険な目にあわせに行かせたくないです。学業も大事で

す。でも、子供達の命の方がもっと大事です。命には変えられません。子供の命がかかって

います。どうかどうか事態が収束するまで休校にして下さい。（40 代女性） 

 



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） 

 

一人で自宅にいる子供の自習（50 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） 

 

子供を遊ばせてあげられる場所がない。両親に合わせてあげられない。例え症状が治って

も、保菌したままになるのも怖い。（30 代男性） 

 

子供を持つ親が 1 番勤労および経済的問題と損失が大きい。二世帯家族は高齢者が孫の面

倒で疲労感と経済的支援で年金が目減りしている。補填して欲しい！（70 代男性） 

 

子供や孫に会えない。映画を見に行けない。外食ができない。（70 代女性） 

 

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） 

 

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） 

 

先行きの不安 経済、子供の学力（50 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） 

 

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） 



 

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） 

 

子供の休校における、ストレス（30 代女性） 

 

子どもの学校が休校にならないか心配、母親の負担が大きい。（30 代男性） 

 

子どもが 自宅待機で 食費が大変生活費が 足らない（40 代男性） 

 

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） 

子どもの教育、親への感染防止の対策（40 代女性） 

 

我が家には、4 人の男児がいます。普段なら学校給食で賄われる昼の一食分の準備などが大

変です。在宅でも授業を受講可能にする為、Zoom アプリの活用や通信環境整備にかかる補

助支援を求めます。また、飲食業の更なるテイクアウト化、デリバリー化を推進。又、物流

産業への雇用支援をして、在宅でも生活に困らない、ネットショッピングのインフラをさら

に強化して欲しいです。不安なく子どもを養育、教育できる、環境の整備を早急に求めます。

（30 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） 

 

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） 

 

１歳の子どもがおり、コロナウイルスの感染が怖いため、自主的に保育園を休ませていま

す。それでも保育料が取られるので、みてくれてる両親にお金を回せません。（30 代女性） 

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） 

 



全ての店がどこまで営業してどこまで休むべきかの線引きがわからない。子どもが学校に

いかないので昼食等の食事代が母子家庭の家計を圧迫する。（30 代女性） 

 

主人がフリーランスです。コロナの影響により収入が減りそうですが、実際どれだけ保障し

てもらえるのか心配です。。幼稚園児も 2 人いるし、生活がままならなくなるかもしれない

と思うと、不安でたまりません。子ども手当て上乗せで 2 万もらっても生活はどうにもな

りません。総理には、国民全員に一律給付をして少しでも国民を安心させる政策を実施して

ほしいと切実に思います。（20 代女性） 

 

大人は何とでもなるが、とにかく子どもたちがなかなか外へ出られないので、運動不足にな

ってしまうし、ストレスも溜まる。命には変えられないが、学校などが休校になり、家族以

外の人間とコミュニケーションが取れず、コミュニケーション不足になるのも心配だ。（40

代女性） 

 

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） 

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） 

 

一律に一定金額配布して欲しい。子どもが 2 人いて毎日の生活費が学校に通わせていると

きより実質かかっているため。（40 代女性） 

 

子ども達のこと。仕方がないですがら、学校だけでなく、習い事も全て無くなり、行き場が

ない。にもかかわらず、大人は通勤していることが矛盾している。（40 代男性） 

 

高齢の親の感染リスクと子どもの学習機会の減少（40 代男性） 

 

子どもの遊び場ない。預ける場所ない。（40 代男性） 

 

子ども達の生活、昨年度末の授業からイベントの中止やお世話になった先生との会話、同級

生との会話、卒業式、入学式、その時しか経験出来ない時間を仲間と過ごせなかった事、残



念です。（50 代男性） 

 

子どもの遊びを制限しなければならないこと。（30 代女性） 

 

一世帯あたり 30 万円ではなく 1 人 10 万円貰える様になる事と非課税世帯限定的ではなく

年収 000 万以下などに緩和することと、子どもの教育及び学力低下、夏休み及び冬休みの

返上等も考慮すべきではないかと。（30 代男性） 

 

1 歳保育園児と休校中の 7 歳の子ども、外国人の夫、在宅勤務（契約）の 4 人家族。現在収

入がほぼなく、ローンや生活費支払いも貯金から出しています。安心して命を守る行動でき

るよう、手続きなく、これまで支払っている税金の還元、現金支給を切にお願いします。自

由に書いて良いとあるので⾧文を書いていましたが、文字制限あるなら最初に表示して下

さい。エラーで送れませんでした。（30 代女性） 

 


