
 

【生活】 

給料が減ってしまい生活が困難（18・19 歳女性） 

 

普段通りの生活ができない。感染が怖い。マイナンバーを使って国民全員に手当てするべ

き。低所得世帯にお金を配っても経済対策にはならないし不公平だ。（50 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） 

 

自粛生活しているが、どこから感染するか、もはやわからないので不安。先日胃腸炎で具合

が悪くなった時も不安だった。どうしようもないが先行き不透明なのが困る。（50 代女性） 

 

平時よりは外出自粛により窮屈な生活にはなったが、現時点では特に困ったことはないで

す。（30 代男性） 

 

営業活動が制限されてしまうこと。普段の生活の中で、スーパーなどでの買い占めを目の当

たりにし、気が滅入ること（40 代男性） 

 

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） 

 

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） 

 

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） 

 

生活維持出来るか出来ないか（50 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） 

 

生活費の増加。（30 代女性） 

 

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） 

 

不必要な買占めが発生し、日常生活に影響が出ること。（30 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） 

 

息子が一人暮らし。バイトも出来ず仕送りをしなくてはならない。学費、アパート家賃、光

熱費は親が負担するつもりでいるが、食費交際費などはバイトで補えと話していたところ

バイトが出来なくなり困っている。親もギリギリで生活しているが昨年より落ち込んでい

るわけではない。なので国からの緊急経済対策給付には値しない。一人ひとりに給付にして

頂きたい（50 代女性） 

 

民一人一人に一律に給付。年金受給者、生活保護世帯、母子父子家庭も、コロナの影響うけ

てます。（50 代男性） 

 

全世帯での給付の話が少ない。給付を受けなくても苦しい生活はある。（60 代・男性） 

通勤が満員電車時差通勤及びテレワークが不可能な事業です。コロナが嫌なので休みたい

のですが休めません！休業補償も無いに等しいこれで自粛云々言われても無理がある！生

活費の工面にも限界があるので一律給付して欲しい。（30 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） 

 

生活の自由が制限されてしまうこと（30 代男性） 

 

生活一人いくらかお金をあげるょうにしたほうかよいと思う。家に年寄りがぃるのでしん

ぱい（60 代男性） 



 

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） 

 

今、5 人の子育て真っ最中です。子育て支援の拡充をもっとしてもらわないと、今の生活を

維持出来ない。（40 代男性） 

 

お年寄りによる不要な買い占めで、手に入らない生活物資が出てくること。（30 代・男性） 

補償が一律ではない我が家は個人事業主なので補償対象になるのかどうかも分からない。

不安はみんな同じだからどうにか頑張りたいが一筋の明かりも見えず、国のトップにも頼

れない。コロナウイルスに生活を乱され、日本政府に信頼を乱されている。（30 代女性） 

 

終息の見通しがたたず、政府からもっと分かりやすい具体的な生活支援策をとってもらい

たい。（20 代男性） 

 

レジャー産業をしていますが側から見れば遊びでも自分たちにとっては生活です。しかし

今は自粛して休業しています。にもかかわらず他の人は今日も朝から満員電車っおかしい

だろ。売り上げゼロでも家賃の猶予も無しです。本当に苦しいのです。僕らの税金で不自由

のない生活してる政治家さん本当怒りしかないです。（40 代男性） 

 

経済 生活する上での不安（40 代男性） 

 

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） 

 

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） 

 

友人の飲食店や音楽関係者の生活が心配しています雇用や働き方が変わっていく波のなか

溺れてしまわない何かの模索を個人、民間、行政それぞれで追い求めいくことだと感じてい

る（30 代男性） 

 

今までの日常生活が出来なくなった事が困ってます。（30 代女性） 

 

外出自粛により売上が下がっても、営業自粛してもテナント家賃が発生すること。生活費が

ないくらいなら節約や我慢でなんとかなるが家賃の支払いは営業が正常にできなければた

ちまち払えなくなって撤退しなければならなくなる。また、オープン一年未満のため、前年

同月と比べての減収証明が必要な支援制度は利用できない。さらに、テナントも一年未満の

解約で違約金も発生する。売上補償ではなくせめて、家賃の支払いと融資の返済を猶予して

くれないと破産する以外に道はない。（40 代男性） 

 

・病院で入院している娘の面会が中止になって会えない事・家族が 37.5 度以上の熱が 6 日

間続いているのに未だに PCR 検査を受けられず、不安である事。また、これによって日常

生活に大分制限が出ている事。（30 代男性） 

 

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） 

 

生活（30 代男性） 

 

仕事が減ってしまい今後の生活が不安です。（40 代男性） 

 

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） 

 

ストレスを感じやすく、気分が落ち込みがちです。今後の生活がどうなるか不安で、家族や

まわりのかたがたが、感染しないか、自分が、感染源にならないか、気になります。（60 代

女性） 

 



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） 

 

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） 

 

外出自粛によるストレスとともに、今後の生活への不安（20 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） 

 

私自身は、生活困窮世帯ではありませんが、周りには多く困ってある方がいらっしゃいま

す。施行に時間がかかる条件付きの緊急経済対策（1 世帯 30 万)でなく、出来るだけ早く給

付に繋げるため、条件無しで 5 万でも 10 万でも先に給付すべきだと思います。それで足ら

ない世帯は条件を付け追加給付をしたら良いと思います。それこそが緊急対策ではないで

しょうか。（50 代男性） 

 

バイト先が臨時休業になったりと、一人暮らしな為、生活費が稼げないこと（18・19 歳女

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） 

 

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） 

 

買い占め、トイレットペーパー等の購入ができない状態が 1 ヶ月以上続いている平日日中

に勤務のため購入ができない生活に支障が出る（20 代男性） 

 

生活保護を受けてます。そんな私が、何も言えません。こんな中、就活の為、週 1 回ハロー

ワークと市役所の就活援助の方とお話しするために出掛けないといけないのです。企業の

利益が読めなくなった今、どこが雇うのでしょうか。（60 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） 

 

私は今、個人事業主です。⾧崎の田舎でもコロナの影響はかなり大きいです！！私たちはお

客さんが来ないと生活できません、売り上げは去年より 7 割近く落ちています。私には家

族もいます！！家族にも影響か出てきそうで不安しかありません！！安倍総理もっと国民

の声を聞いてください！！今のままだったら明日の生活も厳しいです！！（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） 

 

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） 

 

お金を必要としてるのは全国民です。全国民にお金が行き渡るようにしてもらわないと、生

活できなくなってしまいます。（20 代女性） 

 

もっと早く  徹底的に対策をしていたらこんなに感染が広まることはなかったと思う早く

普通の生活にもどりたい（70 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） 

 

お金がない。全国民一律で現金支給してほしい。生活がままならない。（20 代男性） 

 

安倍内閣は今の国民の生活の現実を全く分かっていない。それか、悪意を持っているのか？

としか思えない。今すぐ総辞職すべきだ！（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） 

 

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） 

 

全国に店舗を構える小売販売業に従事しているのですが、コロナウィルスの影響で売上が

激減している。今日から主要店舗が軒並み休業となる為、さらに会社の業績は落ち込む事と

なる。まだ会社からの給与削減などの通達はないが、今後が不安。最悪の場合、倒産の危機

もあり得るんではないかと思うと、シングルマザーでギリギリの生活をしている身として

は非常に不安が大きい。（30 代女性） 

 

生活必需品の安定供給（40 代男性） 

 

普段どおりの生活にいち早く戻って欲しい（20 代男性） 

 

自粛で休業したら店舗の家賃や公共料金を補填して貰えないそれさえ補填して貰えれば 25

年経営して来た事業を閉めなくて済むその他の生活費は借入金でなんとか繋げて行けるが

休業してる店舗の固定費迄を個人で借り入れして存続するのは出来ないと思う発生源の中

国に謝罪と何らかの賠償を求めてそれを国民に配るべきこのままでは今後しばらく国民感

情は日中友好とはならないと思う一刻も早い終息を願います（40 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） 

 

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） 

 

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） 

 

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） 

 

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） 

 


