
【収入】 

顧客の収入が減少すること（50 代男性） 

 

小学校の休校による教育の遅れと妻がパートに出れない事による収入の減少（40 代男性） 

 

ボーナスが減ることが目に見えているので、収入の減が困る（40 代男性） 

 

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） 

 

世帯全体での収入減。中途半端な自粛要請。対応の遅い行政。（40 代男性） 

 

日払いの仕事のため、収入が減っている事（20 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） 

 

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） 

 

収入の維持など先行きが不透明な中、給付金の支給が安心感を与えてくれると思っていた

が、それも限定的で受給できそうも無く、不安感ばかりが高まっている。（30 代男性） 

 

本業では収入は減ってないが借金返済のための副業が大きく減収して借金返済ができなく

て困ってます（50 代男性） 

 

収入減少（70 代男性） 

 

コロナウイルスの影響で収入が減っていることが一番困っていることです。（20 代男性） 

 

給付金対象ではないので、余計に収入激減で見通しが立たない（50 代女性） 

 

両親が介護施設にお世話になっていて、自分が無症状感染してないかなど心配です。家族構

成によっては、感染防止の為の検査が受けられるようにしてほしい。また、助成金対象につ

いても、医療費や介護費、障害者扶養を通常から多く負担している世帯に対しても、収入額



の減少に対し、負担額が変わらない為、生活が回らなくなっているので、支給対象としてほ

しい。（30 代女性） 

 

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） 

 

収入減（70 代女性） 

 

持病で病院に行けないことサービス業してますが、今後どうなるのか？収入はきちんと出

るのか？全く先が見えません。罰則金をしたのがいいと思います、若い子は安易に考えまだ

思っている様子（50 代女性） 

 

至急全国民 1 人につき現金一律給付して下さい。国民が困っています。108 兆円を強調しま

したが、真水の現金給付は 6 兆円、誰も騙されない。「私のような国会議員の収入には影響

ありません」と言いましたが、ふざけている。あなたの収入は我々の血税だということを忘

れるな。半額返納します位言えば良いのに。自民党には 2 度と投票しません。（50 代男性） 

 

高知県に住んでおり父親が個人タクシーの運転手です。夜間外出を控える指示があり収入

は殆どありません。私自身は右手を故障し今年 1 月に介護職を退職し今現在痛みも取れハ

ローワークに出向き就職活動を行いますが給付するべき対象者の基準が厳しいと思います。

金額は 20 万に減らし全国民に分け隔て無く配布するべきだと思います。（30 代男性） 

 

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） 

 

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） 

 

フリーランス(教育)なので、この１ヶ月収入が無くなりそうだが、仕方が無いし出来る事を

模索していこうと考えている。（40 代女性） 

 

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） 

 

仕事、収入の減少（60 代男性） 

 

バイトが無くなり、収入がなくなってしまう事（20 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） 

 

収入不安（30 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） 

 

収入の減少（60 代女性） 

 

収入の減少によるストレスと行動の自粛によるストレス。（30 代男性） 

 

収入が、減り一番困ってます。（50 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） 

 

専門学生の息子の居酒屋のバイト先が時間短縮シフトも週 1 入れるかどうかでバイト代が

8 割減ってしまい、まさかこんなことになると思わず 1 月に奨学金を辞める手続きをしてバ

イト代でやっていけると思ってたのが見通しがたたなくなって困ってる。収入減の 30 万貰

えるのか?（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） 



 

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） 

 

個人タクシーのドライバーをしている夫の収入がかなりダウンしている。お客さんが殆ど

居ないと毎日疲れ切っている。倒れる前になんとかしてほしい。（40 代女性） 

 

自由に外出できない。バイトが無くなり収入がない（20 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） 

 

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） 

 

住宅ローンを抱えている自営業の息子の収入減（60 代女性） 

 

出勤できず収入がなくなりこの先の生活費が不安。（40 代女性） 

 

親の仕事が無くなって収入がない（18・19 歳男性） 

 

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） 

 

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） 

 

収入減（40 代男性） 

 

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） 

 

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） 

 

新卒で自宅待機の状況のため、収入もないので不安。（20 代女性） 

 

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） 

 

一世帯 30 万円ではなくて、とりあえず 1 人一律いくらと決めて支給するべきで、収入が減

ったとかは後から調整すれば良いと思う。（50 代男性） 

 

収入減（40 代男性） 

 

今はこの地域に入っていませんが入った場合は収入が半減する。（60 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） 

 

2 月、3 月は別に困ることはなかったけど、4 月になって収入に影響して来ました。でも自

分はまだなんとかなりますが、本当に現在、困って入る方を早く支給してあげて欲しい！逆

にその支給を悪賢い奴に利用されないよう、お願いしたい。弱い人を早く助けてあげるよう

努力してほしい。（60 代男性） 

 

今現在、家の風呂が壊れて使えず修理もして貰えないので銭湯を利用してます。ですが、そ

こに行くのが怖い。また、母子家庭で病気で働けなく収入も無いので助けてほしい。（30 代

女性） 

 



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） 

 

非正規雇用であり高校２年生の障害児、中学１年生の 2 人を育てる 50 才のシングルです

が、３月の半ばから今現在、障害を持つ⾧男の世話をする為に休職中であります。食事代や

新年度にかかった学用品などで出費が多く生活費がほとんど残ってません。先日緊急小口

貸し付けの申請をしたのですが、それはお金を借りる形なので、返さなければなりません。

通常に働いていれば、10 万円位の収入ですが、こんな世帯でも 30 万円の給付金が貰えるの

でしょうか？この先が不安で、困ってます。（50 代男性） 

 

仕事ができない。収入がなくなった。（50 代女性） 

 

在宅勤務で収入が減るが現金給付の対象外なので家計が苦しい。（30 代男性） 

 

収入減（30 代答えない） 

 

収入減は無いが支出が激増しているので支援が無いのであれば相当厳しい。（30 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） 

 

収入の減った人に一世帯 30 万はおかしいみんなに配ってほしいなんの為の税金ですか（20

代男性） 

 

収入が減ったグループを他の人手不足業界に誘導せず、ゾンビ企業を増やす方向の支援が

国債発行増加となるので将来が心配（40 代男性） 

 

収入が減り、生活を維持するのに不安があること。消費税増税の上にこの危機となり、武漢

肺炎終息後も、国の経済が発展する見通しの無いこと。（60 代男性） 

 

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） 



 

中小企業経営者です。今後拡大が止まらない場合、テレワークに移行できない業種は各社休

業という手段を取ることにならざる得ないが、その際の休業をとった後の再開判断をどの

ように判断すれば良いのか、また、それと共に従業員の収入が著しく減少せざる得ない状況

をどうやって補填してあげることが出来るのか。その体力が会社にはあるのか。とても悩ん

でいます。（40 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） 

 

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） 

 

建設業ですが、材料がはいらずストップした現場が多くて、収入が入らないので、速く給付

金が欲しい。（50 代男性） 

 

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） 

 

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） 

 

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） 



 

収入はこれまでとあまり変わらないけど(年金生活)住民税非課税世帯だから、もともと生活

は苦しくいので、手当てを少しでも(30 万もいらない)欲しいと思います。（70 代男性） 

 

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） 

 

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） 

 

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） 

 


