
タイムスタンプ 性別 年齢 お住まい 職業 この度の新型コロナウイルス感染症について、ど

のような影響を受けていますか

上記影響について、どの様なことにお困りか具体的に教えて下さい。

〈事業者の場合は業種も記載していただけると助かります〉

上記影響を解決するために必要と考えていること、または期待している

ことはありますか

その他（自由記述）

1 2020/3/8 14:00 男性 40代 岩見沢市内 自営業 影響というほどではないけど、３月は全てキャン

セルになりました。は

相手があってのことなので静観です。

2 2020/3/8 14:12 女性 30代 岩見沢市内 自営業 家庭生活に影響が出ている ・外出自粛による子供達のストレス。

・学校休校による昼食(お弁当)の用意。

自宅待機や外出自粛には納得しているので、大変な部分があってもウイ

ルスの終息を願うしかない。

ただ、小中高が自宅待機になっている中、保育園に通う家族がいると、

あまり意味がなく感じ不安になります。

家族に、小中学生と保育園児がいるご家庭では、保育園を休ませている

子もいるが、家庭の負担は重くなる一方。

要請がないので勝手に休ませている感じになっている=小中校は要請の

もと、休ませているので会社により休職手当てがあったり、ひとり親世

帯は市からお金を借りられたりする。
3 2020/3/8 14:20 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 事業面では、商品の納品が減っている。現段階ではさほど大きな数量

ではないが、今後これが続くと業務店への影響が大きいかと予想され

る。

運転資金への補助については商工会議所から提案があったが、金利をも

う少し下げられることはできないか。

また食材の余りについては、業務店がケータリングなどの対応へと切り

替えているが、それらを周知できているとは言えないので、市あるいは

商工会議所でしっかりと周知するよう取り組んでほしい。

迅速かつ正直な情報公開が求められていると思います。デマが流れるのは、しっ

かりと情報公開がなされていない証拠です。もちろん医療崩壊につながるような

重要や情報の公開については議論があるでしょうが、保険衛生面での取り組み

や、学童など預かりの現状と対策、各家庭内での過ごし方への指示など、日常生

活をどう平穏に経過させるかというところに、各家庭に任せるだけでなく、市職

員一同もしっかりと自分ごととしての意識を持って、取組んで欲しいと思いま

す。

4 2020/3/8 14:28 男性 60代 岩見沢市内 会社員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 面談が思うように出来なく営業活動が制限されてます。 ウイルス感染の収束宣言 経済活動の停滞によりフリーランスの方や飲食店に深刻な収入ダウンが起きてい

ます。政府の対策では不十分で市として何らかのバックアップが早急に必要だと

想います。飲食店には市内共通食事券ですとかフリーランスの方には融資ではな

く実費補償のような形のもの。なかなか具体的に思いつきませんが、、、

5 2020/3/8 15:03 男性 40代 岩見沢市内 会社員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

今の所大丈夫ではあるが社内で感染者が出た場合、報告義務があり取

引先との出入りが制限をかけられる可能性がある。深刻ではないが、

母親の見舞いに病院へ行きたいがかなり厳しい制限がかけられていま

す。

確実な感染拡大阻止の方法 自助努力と周りとの協力が絶対必要なので、どう周知していくか、助成していく

かが国や自治体の力の見せ所だと思う。

6 2020/3/8 15:30 男性 60代 岩見沢市内 会社員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 今のところ消毒用アルコール、マスクなど一部の衛生用品の入手が出

来ず困っています。我が家では平時から適正と思われる備蓄（微蓄）

基準を定めています。足りなくなったら、ついでのときに買い足すこ

とにしていました。トイレットペーパーは２ヶ月分を目処にしていた

ので、騒ぎには無縁で胸を撫で下ろしています。これらは、会社とし

て行っていた在庫管理を参考にしています。

マスクはまだまだ品薄状態が続きそうなので、キッチンペーパー、

ガーゼで作るところです。普段の外出はこれを。人ごみにいくとき

は、自分たちが加害者にならない様、コーヒーフィルターを口に当て

る２重構造にしようと思います。妻と私は呼吸器系に難点があり、突

然咳き込むことがあります。咳エチケットが問われるので欠かせませ

ん。

弱い立場の方がますます苦境に立たされてきたと思います。お子さん、

お年寄り、重篤化しやすい持病持ちの方は勿論ですが、妊婦さんにもっ

と光を当ててほしいと思います。お母さんが不安や恐れを抱くことで、

おなかの赤ちゃんに悪い影響を与えはしないかと心配です。岩見沢市と

して、医師の診断次第で優先的に検査できる仕組みができないでしょう

か。この対策が全国に波及することを願っています。

7 2020/3/8 16:48 男性 50代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 飲食店ですのでお客さんの動きを見ると、出控える人が多いのかなと

思います。もちろん新型コロナに責任をかぶせているわけじゃありま

せん、店の今までの「おこない」の結果なんですが…

2月中旬まではほとんど影響はありませんでしたが、下旬からは2割〜

3割ぐらい静かでしょうかね。

「お困りか？」と尋ねられれば端的に売り上げが心配。困っちゃいな

いけど。そして仕入れが減ると、問屋への注文が減る。すると末端の

生産者が困る…という図式が顕著に現れてきていることも困る。収束

後に生産が立ち行かないと、サービス業は成り立たない。

大きな目で見ると…野党が上げ足取りを止めること。

身近な目線なら…ひと事と思わないこと。

だって「非常事態宣言」って言われた週末、お客さんの9割がプライ

ベートで来店する客です。俺、お仕事の人ご飯困るだろうな〜って店開

けたのに(^^)

個人的に…

経営に関して「苦しい」とか「政府が後手後手」とか色々と文句を言う経営者を

見るが、そりゃ今まで健全経営が出来ていなかったんじゃないの？と言いたい。

経営責任は他人じゃなくて自分だ。BCPもろくに考えてなかったろうに。

宇宙軒で言えば「ヒマ疲れ」ってあるのよ。ボーって何もなく厨房に立ってる

と、閉店したらヘロヘロなのさ。いっそのこと休業したい気持ちもある。でもそ

うすると、スタッフが無給になっちゃう。だからおいそれと休めない。

新型コロナが流行り出した1月末ごろ「情勢によって休業もやむなし、って決断し

なきゃならん時期来るかも。そのときの基準は？」って腹くくってたの。先週末

も今週末も自分の基準を上回らなかったので営業してますけどね。「外出控えて

❗️」って言われてて、飲食店が暖簾だしてるのもおかしいなぁとか思うしね(^^;;

まぁ、とにかく、自分たちがどうにかしなくちゃいけない事で、誰かが責任取れ

ば済む話じゃない。ってか、現場はかなり頑張ってるはず。

とにかく、前に進むためにはどうしたら良いのか考えたい。いっそ、経済ガタガ

タになって岩見沢が疲弊し過ぎたら…道外へ逃げる口実になるのにと思ったりす

る飲食店のオヤジ(^^)



8 2020/3/8 18:36 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 経済の低迷、混乱 ワイドショーなどで不安を煽られすぎた人も多く、消費の低迷が長期化

する可能性がある。正しい情報を得られる仕組みがあれば…と思う。

具体的に…何をどうするか…難しいですね…

9 2020/3/8 19:58 男性 40代 岩見沢市内 会社員 家庭生活に影響が出ている 自分は体力的にも抗体力ありますが、運送業をしてますのでいつも

らってもおかしくない状況で、それを仮に感染させてしまわないか

と、危惧します。

現状を把握させるための報道、情報公開は必要ですが、感染した方々が

村八分にならぬ様、行政の適切な対応。必須だと切に思います。

10 2020/3/8 21:19 女性 30代 岩見沢市内 主婦 子どもの登校登園について パートにも出ていなく専業主婦なので、小学生の子どもと一緒に過ご

せる時間がたくさんできたことは大変ありがたく、親子の時間、家で

の過ごし方について少し深く考える機会になったことは事実ですが 、

学校や先生、お友だちが大好きな子どもは休校になり大変寂しがって

おります。家での生活は充実していますが日常生活に戻れることが幸

せかなと思います。何より我が家はなるべく野外（公園や山など）で

遊ぶことを意識していますが、それでも体力は相当落ちていることと

思います。様々な状況や不安で家（室内）から出られない子どもたち

大人たちの心身の健康が非常に心配です。もし元のような生活に戻っ

た時に様々な困難が出てくるのではないかとも思います。

屋外での活動では感染リスクが低くなりますので①近距離接触がない②

閉鎖空間ではない③不特定多数の出入りがない、の３条件を満たした外

遊びの場を作っていただきたいです。3条件を満たしたプレーパークや

森のようちえんが最適だと思います。

ぜひ市や公の所でも少人数で構わないので少しでも困っている方の外遊

びの場を開催していただけたらと思います。（少人数で何度も開催しま

しょう）散歩や地域の公園での遊びを促す発信でもありがたいです❗

市民が監視をするように子どもたちの遊びの場を減らすのではなく、こ

のような状況でも市民で助け合い、子どもたちがのびのび過ごせる場を

作ることができたら、大人たちの地域力などにも繋がることと思いま

す。（公に頼ることができないのなら本当に小さなコミュニティで助け

合えるようにと思っています）

児童館でも閉鎖的な屋内に留まらずに横の公園や学校の校庭で遊べるよ

うに配慮することが感染のリスクを減らす一番の戦略と思います。

「新型コロナウィルスに負けるな！」などの対策?を見ますが（学校からも配られ

ました。手洗いうがいより、免疫力をあげることです。免疫力は計ることができ

ませんので難しいかもしれませんが、よく遊んで（動いて）よく寝て、いいもの

（本来の食材）を食べて、よく出して（よく笑って）です。身体に良くないもの

を食べたり飲んだり行ったりしなければ不健康になりません。（そもそも健康の

質や知識が低すぎるんですよね）いろいろ見直すいい機会なのでは？

11 2020/3/8 22:11 男性 30代 岩見沢市内 会社員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

事業では大人数の会合や行事はすべて中止。売上は微減。職員全員に

マスクの支給が困難である。

家庭生活では子どもが暇をもてあましている。

今は自己免疫を高めるよう食事と睡眠に努める。とにかく感染しない体

を維持する。

住所と勤務地が異なる市町村の場合、陽性と診断された場合の報道の仕方が不明

瞭である。

12 2020/3/8 22:42 女性 40代 岩見沢市内 パート 今は問題ないが、今後の影響を心配している マスク。買っていた物が残りわずか。

学校が休みなのと、自分の仕事も営業時間短縮で日数が減らされてい

る為週に3枚しか使用しないが、なくなった時が不安。

子供の学校が始まる前までにマスクを買いたい。 家で始めたのは、もし感染しても戦えるように普段より栄養がある食事にして、

睡眠もしっかりとる。

市のホームページやニュースをチェックして、正しい行動をとる。

岩見沢で出てしまったけれど、なってしまった人や、その家族が噂の的になった

り差別されなければいいなと思う。

平野くん。大変だろうけど、しっかり栄養とって体調崩さないように気をつけて

ね。

応援しています。
13 2020/3/8 22:44 女性 50代 岩見沢市内 自営業 事業に影響が出ている サービス業 小さな経済をまわす その日暮らしが飲食業

14 2020/3/8 22:48 男性 40代 岩見沢市内 会社員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

休校による子供達のストレスと嫁のストレス 岩見沢市なり北海道がもっとハッキリ明確な保証や指示を出せばいいと

思う。ホームページで告知したところで伝わらないし危機感も薄い。

休校にしたのは良いと思います。でも企業にも市や道から、それにたいしての家

庭のサポートをしっかり要請しないと目先の対応に終わる。　お金や、手間をか

けるところを間違えてる気がします。

15 2020/3/8 22:53 女性 30代 岩見沢市内 主婦 今は問題ないが、今後の影響を心配している こどもたちと出掛けられないのが大変です。でかけたとしてもまわり

の目も気になります。友達とも気軽に会えません。

コロナウイルスがそこまで大変なウイルスなのかわかりません。インフ

ルエンザの方が重症化しやすそうですし、ここまでの対策が必要なのか

…

16 2020/3/8 23:22 女性 30代 岩見沢市内 団体職員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 小学２年生と保育園年長のこどもがおり、両親ともに正社員で就労中

です。

小学生のこどもは現在、両祖父母宅で日中面倒を見てもらっており、

我が家はあまり影響はありませんが、頼れる親族が周りにいない家庭

は相当大変だと思います。

また、休校期間が長引くことで学習にも影響がでてくるのではない

か、と懸念しています。

フルタイムで働いているため、帰宅後に勉強をみるのはなかなか難し

いものがあります。

先生方のおかげで学習のスケジュールや課題等与えられたものはあり

ますが、まだ小さいため自学自習は厳しいです。

保育園はありがたいことに受け入れしてもらえていますが、これが休

みになると自分自身が仕事を休むことになります。

職場では休みの希望調査があり、休んでいいと言われましたが、ぎり

ぎりの人数で営業している現状を考えると、休みをとるのも心苦しい

ものがあります。(職場での待遇は満足しています)

こどもの預かりについては、「教員経験者や保育士としての勤務経験の

ある方、子育て経験者」などと、「預り可能な親族が近くにおらず頼れ

る場所がない家庭」などを橋渡しするようなシステムがあれば…と思い

ます。

管理等複雑になることは十分承知していますが、預かる側の条件と預け

る側の条件を明確にし、ウェブ上でマッチングできるようなものを市で

用意する、費用等についても一律、もしくはボランティアだとしても事

故が起こった時は何らかの保険対応ができる…など考えてみる価値はあ

るのかな、と思います。

今回、たまたま何人かの人が「困ってるお母さんがいたら預かってあげ

るのに」と言っているのを聞いたこと、実際に預り先がなくなんとか休

みを使いながらやりくりしてると言っている家庭があったことでそう思

いました。

学校については本当に難しいですが、やはりウェブ会議のような手段で

連絡や学習をするというのは今後検討する必要があるのかな、と思いま

した。

こうやって直接意見を聞いていただけるのはとてもありがたいです。

また、この話題には関係ありませんが、児童館の早朝受入時間を8:00から7:30に

変更していただきありがとうございました。

市の無作為抽出で送付された子育て満足度調査か何かで、児童館の早朝受入を

7:30にしてもらえないか、という意見を書きました。

早々に実現され、感謝しています。



17 2020/3/9 6:56 女性 50代 岩見沢市内 自営業, 主婦 今は問題ないが、今後の影響を心配している 自分自身は子どもの習い事を教える仕事をしているので、1ヶ月休みに

した事により、その間の収入が無くなりました。

影響を受けたといえば受けたのですが、それよりも、鈴木知事が緊急

事態宣言を発令した事により、安倍首相が緊急事態宣言を国が発令で

きる法案を通そうとしている事が今は一番の心配です。

万が一、緊急事態宣言(条項)が通った場合、岩見沢市民にどのような影

響を受けるのか、いろいろな想像を巡らしながら、場合によっては国の

言うことはきかないと、こちらも宣言するくらいの気持ちで議会で話を

してほしいです。

緊急事態条項は人権問題をもはらみ、再び戦争にもつながってしまい兼ねない危

険性をはらむものです。

国民がきちんと理解していないとたいへんな事になると私は思ってます‼️

18 2020/3/9 9:09 男性 30代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 際立ってはまだ影響は出てません😵 とにかく、マスクが不足していて、事業所が発症したら２週間は営業停

止ってのがとても、怖い。

岩見沢市として、マスクの有効な活用法や節約法を提起してほしい❗　車運転する

ときに付けるとか意味がない😵　アルコールで消毒すれば、何回も使えるが、多

分、皆さんポイ捨て。　アルコールがないけれども。

過敏に成りすぎ。　飲食店の危機。　換気環境を良い店には行きやすい😁

19 2020/3/9 11:46 回答しな

い

30代 岩見沢市内 パート 事業に影響が出ている 学校が休みになり給食がなくなったので勤務時間が短くなりました。

今月分の給料が減りました。

最後の1週間だけでも給食復活したらいいと思います。 そんなに感染力や致死率が高いものじゃないのに報道も休校もやり過ぎです。普

通に気をつけるだけでいいはずなので普通の生活に戻っていいと思います。

20 2020/3/9 15:19 男性 30代 岩見沢市内 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 建設業です。今はまだ影響が出てませんが、メーカーからは中国製品

の商品が入ってこない（例えば衛生陶器）と連絡入ってます。今後材

料が入ってこないことが心配です。また、現場で感染者が出た場合に

具体的にどの様な対応がなされるのか不透明で心配です。

一時の我慢で済むのであれば、皆んな協力してウィルスを撲滅させるこ

とも有効かと思います。

また、考え方によってはインフルエンザよりも感染率低かったり、死に

至る危険は高齢者が殆どということなので、「何が大丈夫なのか」もメ

ディアなどで情報提供して欲しいです。

21 2020/3/9 18:31 男性 50代 岩見沢市内 会社員 事業に影響が出ている, 今は問題ないが、今後の

影響を心配している, 子どもが幼稚園、小学校を

それぞれ同時に卒業するのですが、卒業式につい

て。

卒業式を実施していただけること自体は大変ありがたく思っています

が、親のみの参加。卒園式は、小学6年生なので留守番または車で待機

などできますが、卒業式に幼稚園の子ひとりで、預ける場所もない状

況です。

卒園後のタイミングになりますが、卒業式の日だけでも幼稚園で預かっ

てもらえたらとてもありがたいです。他の方に比べるとたいしたことの

ない悩みです。笑

こちらを伝えたくてアンケートに答えました。

先日、岩見沢市及び岩見沢教育委員会から発信された、北大COIの玉越先生からの

コメントについて。国も含めて公の機関がどこかの施設を名指しすることについ

て、その意味を慎重に考えてから発信していただきたいと思っています。根も葉

もない噂を信じて行動してしまう人が大勢居る中、どこかの施設を公の機関が名

指しする＝そこには菌がある、絶対に近寄らない、そこに行く人は悪だ、という

判断を市民はしてしまうと思われます。名指しされた施設の中には、簡単に潰れ

てしまうところも沢山あります。どうしても必要であれば臨時救済処置をあわせ

てお伝えするなどが必要かと。他にも同じようなリスクがある施設が多数ある中

で名指しされる方達の気持ちを少しは想像してみていただきたいと切に願いま

す。北大の先生の言うことだから、鵜呑みにしてそのまま配信してしまうのは、

とても残念な気持ちになりました。

と、、平野さんは全く悪くないのですが。

もしこういう考えが伝わる可能性が少しでもあるのであればと思い、記入させて

いただきました。
22 2020/3/9 19:33 女性 40代 岩見沢市内 会社員 家庭生活に影響が出ている 休校に伴い、子供を遠方の祖父母宅に預けざるを得なく、家族バラバ

ラ。子供寂しくて泣く。

子連れ出勤可(会社で託児があればいいな) 人生の節目である行事なんだから、卒業式はやってもらいたい。親の参加も認め

て欲しい。他の市町村で親が参加出来ないという話を聞いたので。

23 2020/3/9 19:38 女性 40代 岩見沢市内 パート社員、地

域役員

事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る, 今は問題ないが、今後の影響を心配している

運送業。こんな状況でも、新生活へ向けて引越しがあります。本来な

ら家族総出でお引越しの準備となるのでしょうが、コロナへの懸念か

らか大学生が帰郷のため(？)1人で準備されてるようです。何度も営業

所に足を運び、金額や送り方について打ち合わせをしつつ少しずつ荷

物を持ち込まれてます。

地域役員(民生委員など)について。

町内会役員会や月の定例会などの開催をどうするかという問題も出て

ます。このままだと、独居の方たちへの支援も支障が出てるようで、

見守りをしている役員さんたちが気をもんでるようで心配です。それ

に、小さな子供を抱えるお母さんが、周りを気にしながらオドオド買

い物する姿は見ていても痛々しいです。

子どもについて。

こんな状況で、ネットなどで友達と繋がりがあること。子ども同士で

励まし合っている事。本当にありがたいと感じてます。

どうしてもネット依存を心配してしまいますが、気分を変えるように

読書本を注文したり、両親の本を貸してみたりしてますが…体を完全

にもてあましてます。夜、家族で筋トレしたりしてみても 限界がある

ので 日々の当たり前の生活に、ありがたさを感じずにはいられませ

ん。

卒業式も保護者なしという事で、仕方が無いと思いますが…その卒業

式に すべての荷物を持ち帰る。のも、かわいそうで(自分の荷物だか

ら当たり前なんですが)友達との別れも満足にできず、帰ってくるのか

と思うと…ほんとうに、残念です。

お助け隊。みたいのがあるといいですよね。

買い物代行。など…運送業でいえば、イオンのお買い物便などがありま

すが…

平野さんも、ぼちぼちですよ。頑張りすぎて倒れないでくださいね？

坂井はとりあえず、民生委員児童委員の先輩たちも心配です。

24 2020/3/10 0:26 男性 50代 岩見沢市内 自営業 事業に影響が出ている 医療関係

コロナを警戒してのキャンセルが１日数件あり、それは当然のことで

はあるのですが、月にすると結構なダメージになっています。

コロナの終息宣言。は、難しいところですが、口腔内をきれいにするこ

とは、免疫力を高め風邪やインフルエンザ予防に有効であることを市民

の一般常識となるよう広報していただきたい。コロナに有効か否かはわ

かりませんが、マイナスではないと考えます。ま、診療所から１人でも

感染者が出たら休診になっちゃいますけどね。

いつも、市民の為に有り難うございます。

25 2020/3/10 6:51 男性 30代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 運輸業、売上が前年の半分くらいになっています。 今回の事態の収束を願ってます。資金の貸し出しではなく補助みたいな

形でやって欲しいです。

今年は雪が少なかったのも影響してかなりのダメージです。。。

26 2020/3/10 7:25 男性 60代 岩見沢市内 無職 家庭生活に影響が出ている 外出が、思うように出来ない。 コロナウイルスの感染経路等の詳細情報を教えて欲しい。



27 2020/3/10 9:04 男性 40代 石狩市 自営業 家庭生活に影響が出ている 科学的に政策を検討し、実施すること。市民がリテラシーを持ち、科学

的に正しそうな政策を支持すること。

28 2020/3/10 9:05 男性 40代 山口県 会社員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 早急な終息

29 2020/3/10 9:10 女性 40代 千葉県市川市 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る, 今は問題ないが、今後の影響を心配している

客先からの受注減 正しい情報の報道と収束に向けた政治決断 政府の言いなりになってると自治体はダメになりそうです

30 2020/3/10 9:11 男性 40代 山形県長井市 会社役員 事業に影響が出ている 小売業　商品の入荷がかなり遅延している 代替え等で対応 今後の影響がどうなるかではありますがしっかり向き合って対応してまいりたい

と思います。

31 2020/3/10 9:13 男性 40代 内地 自営業 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

空撮業務をしているが集合写真など人が集まるイベントの仕事がキャ

ンセルされている

コロナ自体収束を待つしかないと思っている 北海道だけじゃなく、今の日本全国中でコロナ症状が出た方への対応に不満があ

る。

症状が出ても、「保健所へ電話」となっているが、全国中で「公表している発症

者と濃厚接触した人のみ」対応となっており、個人情報保護法の中で情報が得ら

れない中、感染者と濃厚接触していない「発症者」への対応先がない事。

保険適用になって保健所の届出は不必要になったが、検査出来る病院が公表され

ていない。厚生労働省に問い合わせても検査している病院を教えてくれない。

結果、そこそこ大きい病院に行っても対処されず風邪薬を出されて返されるの

で、普通に風邪扱いになり、仕事を休めず、外を出歩く。隠れコロナウィルス発

症者が物凄く多くなる。

年寄り以外は平気だが、お年寄りが感染、発症、重篤のリスクを負う。
32 2020/3/10 9:15 女性 40代 愛知県半田市 自営業 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る, 今は問題ないが、今後の影響を心配している

予定していた制作案件が先送りになった。Web制作。

先方事業の先行き不安が増したため。

ホームページ制作にかかる費用のローン。銀行などに組んでもらえた

ら。

ありがとうございます。

先行きが不安なこと、国民の思いが、一部のマスコミアンケートとかではなく、

たくさん集められる場所求めていました。

今は、ただやみくもに個人がSNSで発信するしかなくて。

アンケートでまとめて、策を講じてほしいと思っていました。

本当にありがとうございます。

33 2020/3/10 9:19 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

商品が通常通りに入荷しない。子どもが休み 金利負担なしの条件緩和された金融機関融資。

34 2020/3/10 9:19 女性 40代 青森県むつ市 会社役員 事業に影響が出ている 屋外広告美術業です。予定していたイベントの仕事が次々キャンセル

になってます。

中止ではなく延期として欲しい。 コロナウイルスの完全なる封じ込めはかなり難しいと思います。家から出ない、

学校はお休み。その状態を長く続けていくことは感染リスクは低くなるかもしれ

ないけれど、経済は大打撃を受けます。それに、日本中がストレスで二次障害み

たいな状態にならなければいいなと心配しています。専門家が効果のある薬を必

死で探しているでしょうし、政府も仕事に影響の出た企業の支援策を打ち出して

いますが、感染した後のことに重点を置いて保障制度を作って欲しいです。私は

コロナウイルス自体の脅威よりも、感染した後の差別等排他的待遇の方が怖いで

す。誰も感染したくてしてるわけじゃないし、（一部の人を除いては）感染させ

たくてさせるわけではないので。
35 2020/3/10 9:22 女性 40代 大阪府寝屋川

市

会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している ITサービス業　システム開発

主な取引先は上場企業なので、社内システムの開発、機能追加などの

設備投資案件は、延期される可能性が高い。業績によって最初にコス

トカットされる分野であることには、間違いない。

コロナウイルス感染拡大が1日でもはやく

収まること以外、思い浮かびません。

海外からの観光客が戻ってくれないと経済は立ち直れないですね。

36 2020/3/10 9:25 男性 40代 埼玉県さいた

ま市浦和区常

盤

自営業 事業に影響が出ている, 団体などの会議で参集出

来ず、意見交換やこの騒動の打開策などの話し合

いも出来ない。

当方、水道工事事業者ですが、便器や洗浄機能付き便座などが中国工

場生産品だったらしく、生産ラインが止まってしまっているため、品

物が入ってこず、納期すら回答を貰えない状況になっており、手掛け

ている現場が引き渡せず顧客にも迷惑をかけている。

また、当然支払いも頂けないため、収入が止まってしまっている。

メーカー側は生産の一極集中は止めて、国内や他の国で生産のバック

アップが出来る体制をとるなどして、生産が完全に止まってしまう状況

にはならないようにして頂きたい！

経済団体と言われる団体は、先ず経済の流通を最優先に考えて行動・活動して欲

しいものです。

日本経済を支えているといっても過言ではない中小企業はこの騒動で甚大な被害

を被ってます。そんな中小企業が生き延びれるような対策を実行して欲しいで

す。

37 2020/3/10 9:26 男性 40代 秋田県横手市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 不動産業 今後法人人事異動や住替えの需要減、新築や中古住宅購入の

延期など

国からの安心出来る、そして正確な情報の提供、共有、更なるセーフ

ティネットの充実。

38 2020/3/10 9:26 男性 50代 秋田件湯沢市 フリーランス 今は問題ないが、今後の影響を心配している 世界的経済不安 全品目軽減税率対象（実質減税）と金融緩和

39 2020/3/10 9:28 女性 40代 岩見沢市内 主婦, パート 家庭生活に影響が出ている 仕事がない（緑のおばさん）

子どもたち→友だちと遊びたい、学校に行きたい

学校の再開 体力の低下が心配。運動量が激減している。なるべく外で一緒に遊ぶようにして

いるが、生活の上での運動量が少ないので、補いきれない

40 2020/3/10 9:28 男性 30代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 居酒屋経営 売上前年同月10% 出前サービスを行っているが、 このままの状態で資金調達も出来なければ5月まで存続は不可能です。

41 2020/3/10 9:30 男性 40代 沖縄那覇市 会社役員 事業に影響が出ている 観光業の為、お客様のCLX

レンタカー・ホエールウォッチング

税金の減税、雇用調整助成金の拡張、無金利政策

42 2020/3/10 9:34 男性 40代 福井県小浜市 団体職員 事業に影響が出ている 老人福祉施設運営していますが、面会や活動の制限もあり、入所者の

ストレスなど懸念しています。

施設内での工夫や管理で日常を取り戻していくつもりで、職員共々知恵

を出して活動しています。

43 2020/3/10 9:37 男性 50代 大阪府内 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 政府指導による出勤制限。資材・部品の調達への影響（製造業） 治療薬の早期開発（世界的に）

44 2020/3/10 9:40 男性 50代 高松 自営業, 主婦 事業に影響が出ている 保険代理業界 アポイントの延期オンパレード インフル＞コロナ＞風邪 という認識が広まること

45 2020/3/10 9:42 男性 30代 群馬県伊勢崎

市

会社役員 事業に影響が出ている 外国人人財事業。

今回は特定の国に移動規制、入国規制のリスクがあった。多国籍の人

材採用するきっかけになった。そして、今後の事業展開に役に立て

た。

事業展開は多様、リスク回避を行う。苦境の時ほど、事業展開、発展さ

せる。動けない時、事業について見直し、より良くする。

社員と綿密になり、より良いものを作る。

嘆かない、文句言わない、落ち込まない。

気合を入れる、褒め称える。ハッピーなことをする。

passionで乗り切る。

46 2020/3/10 9:45 男性 40代 長崎 会社役員 事業に影響が出ている 飲食店部門の予約キャンセル及び自粛ムードで一般のお客様のご来店

が無い

コロナウイルスの終息宣言



47 2020/3/10 9:49 男性 30代 京都府舞鶴市 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している クライアントの売り上げ減少（宿泊施設のコンサル） 静観するしかない

48 2020/3/10 9:52 男性 40代 兵庫 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している

49 2020/3/10 9:54 男性 40代 熊本県人吉市 会社役員 事業に影響が出ている 便器等の衛生器具の入手困難 とりあえずは、中国の工場再稼働

50 2020/3/10 9:56 男性 30代 岩見沢市内 公務員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 仕事面でもプライベートでもマスクが手に入らなく、自分でできる対

応の範囲が難しくなるのではと思っております（現在は、騒動になる

前に備蓄していたマスクで対応中）。デマによる日用品の在庫不足等

が再度発生しないか心配です。

政府でも対応しておりますが、転売の禁止や正確な情報の発信と考えて

おります。正確な情報の発信がされていても、メディアの報道の仕方で

とらえ方が変化してしまうので、各自治体の判断による情報発信が簡潔

で正確なのではと思います。

コロナウィルスは長期化するという見解が出ていますが、人間は慣れてしまう生

き物なので、長期化すれば気を付けていた人が気を付けなくなり、再度感染して

しまうなど負のサイクルが起きるのではと危惧しております。

51 2020/3/10 10:00 男性 40代 群馬県藤岡市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 弊社はガソリンスタンドなのですが、販売活動自体は不安の拡大で堅

調です。しかし、不特定多数のお客様を対象とする小売業なので、ス

タッフの健康問題や感染した場合の風評被害などに不安を感じます。

スタッフのマスク着用の徹底、手洗いとうがいの励行。そして、こんな

時でも営業を継続している事に対して賞与を考えているので、それに活

用できる補助金があれば助かります。

公共心を試されている時と考えます。自分が感染しないよう、そして出来る事は

みんなで取り組んでいきたいですね。頑張りましょう！

52 2020/3/10 10:02 男性 40代 岐阜県各務原

市

自営業 事業に影響が出ている 学校関係卒業式入学式離任式の中止縮小。官公庁関係行事の中止。官

公庁民間の歓送迎会等の中止。

正確な情報の公開

53 2020/3/10 10:05 男性 40代 千葉県 会社役員 事業に影響が出ている, 今は問題ないが、今後の

影響を心配している, 新型コロナで若者は死なな

い。直接影響よりも経済に与えるダメージが、大

きすぎる。

株価下落、飲食店、サービス業の廃業他。 報道が不安や恐怖を与えすぎ。新たな感染者数ばかり伝えている。

例えば、世界中で若者が死んでいない数、回復している数、かかった人

の年齢層など。新規の増加ばかり目が行くげ回復者もいるし、インフル

エンザの国内死亡者は2018年3300以上。かたょった情報だけでなく、

不安を取り除ける事実をもっと述べるべきだ。

行政はリスクを回避する選択しかしない。恐怖を持つも人から攻撃され炎上して

しまうから。選挙に悪影響及ぼすから。

行政やリーダーの発言が必ずしも正しくない。そうせざるを得ないだけ。鵜のみ

にしてはいけない。旧型コロナは普通に体内にいておかしくない。新型コロナも

若者は死なないのだから、むしろ遠ざけず感染を恐れすぎず、抗体をつくるべき

では？死んでいないのだから。新型コロナと共存をめざさないと解決にならない

のでは。

54 2020/3/10 10:11 男性 40代 山口県宇部市 会社役員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

葬儀社　特に影響はないが会葬者への配慮は必要。学校休校、紙製品

不足。

ここまでくると、コロナの退治。薬の誕生 グローバル社会の連帯責任の強さを感じた。

55 2020/3/10 10:14 男性 30代 岐阜県高山市 会社役員 事業に影響が出ている 食品卸売業。学校給食向けの売上ゼロ、観光客激減によるホテル・飲

食店の売上ダウン、地元客の自粛ムードによる飲食店の売上ダウン。

一刻も早い自粛ムードの解消 コロナウィルス発覚当初は怖いと感じましたが、アルコール消毒などで済む問題

なのであれば、あまり神経質になり過ぎない方がいいのでは？と思っています。

2011年の震災、ここ数年の自然災害とは違い、「日本国内全域での自粛ムード」

というのは非常に問題があると思います。これが続いてしまったら、五輪どころ

では無いかと思います。

56 2020/3/10 10:16 男性 40代 岡山県 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 資材が入らない 薬の開発

57 2020/3/10 10:19 男性 40代 滋賀県 自営業 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

取り扱いの商品が遅延だったり、全くの未定だったりする。子供たち

の学校が休校になったため時間をとられる等の影響がある

58 2020/3/10 10:24 男性 50代 三重県 会社役員 事業に影響が出ている 小売業　売上減　来場減 無金利無担保融資

59 2020/3/10 10:29 男性 30代 恵庭 会社員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 不動産業であるため、貸している建物の店舗が営業不可、および売上

減による家賃や駐車場代が払えない企業が出てくるのではないかとい

う懸念

国内外の過剰な反応が止まること

60 2020/3/10 10:30 男性 40代 和歌山 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

61 2020/3/10 10:31 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 建設現場用のもマスクが無くなってきている　（建設工事） 手洗いうがい、消毒の徹底

62 2020/3/10 10:33 男性 40代 愛媛県四国中

央市

会社役員 家庭生活に影響が出ている 学校が一斉休校しているため、子供のいる世帯の社員が仕事を休む

ケースが出てきており、生産に少し影響が出てきている。

できるだけ事前申請として生産管理と連動させる。

63 2020/3/10 10:36 男性 40代 埼玉県蕨市 会社役員 事業に影響が出ている 医療。医療用マスクや消毒用アルコールの新たな納入の見通しが立た

ない。

国による買い上げと配給。 今となっては遅いが、中国人韓国人の入国制限を春節前に行うべきだった。

先の見えない緊急事態のため政治の力強いリーダーシップが必要です。

64 2020/3/10 10:46 男性 40代 新潟県村上市 会社役員 事業に影響が出ている 資材等の納期遅延他。 製品、部材等の国内生産

65 2020/3/10 10:47 男性 40代 香川県 自営業 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

繁忙期の売上減 コロナの消滅

66 2020/3/10 10:49 男性 40代 宮城県石巻市 会社役員 事業に影響が出ている 家具小売業ですが、取り扱い品目がまさに不要不急のものですから、

来店客の減少、売上の減少、今後の資金繰りに苦慮してます

特別な融資もですが、補助金があれば利用したい

67 2020/3/10 10:50 男性 40代 仙台 会社役員 事業に影響が出ている 年配層の集客低下 店内の対策の徹底と情報共有 テレビ等の報道ばかりに目を向け、間違った思い込みだけは、徹底的に排除しな

ければならない。そして、経済活動の在り方も改めて考えて行かないと、今後も

同じ様な事が起きた際の教訓にしなければ行けないと心から思います。

68 2020/3/10 10:54 男性 50代 三重県桑名市 会社役員 事業に影響が出ている 建設資材が入荷しないので、現場が進まない ワクチンの、早期普及が不可欠

69 2020/3/10 10:55 男性 50代 三重県　桑名

市

会社役員 事業に影響が出ている 建設資材が入荷しないので、現場が進まない ワクチンの、早期普及が不可欠

70 2020/3/10 11:03 男性 40代 岡山 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

製造業。春節明けの中国工場の操業開始が遅れ生産計画に遅れ。為替

や株価の暴落が今後影響大きくなると思われる。

国民の不安をムダに煽るだけの報道の仕方に非常に疑問を感じる。これ

からどうすることが正しいのか前向きな情報を発信してほしい。

先の見えない自粛だらけで，一般的な免疫の人が罹患するとどうなるのか？とか

不足しているモノがどういうスケジュールで復旧してくるか？など国民を安心さ

せる情報発信を望む。

71 2020/3/10 11:05 男性 40代 福島県白河市 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している 屋外広告業です。　イベントの自粛やリゾート施設の低迷により広告

費の削減が予想されます。

自粛の早期解決　個々の景気に対する意識の改革



72 2020/3/10 11:12 女性 40代 愛媛県松山市 会社員 特にない 道後の観光客が結構少なくなったと聞きますし感じています。 感染者が増えているニュースが多いですが、回復傾向の方もいらっしゃ

るはずですから、悪い影響も大切かもしれませんが、いいことも信じて

乗り越えて行けたらと思います。

YEG全国大会で岩見沢に行きました。北海道は2回目ですが、冬の北海道は初めて

でした。県外に行く機会はなかなかないですが、また北海道にも行きたいと思っ

ています。

今は大変な状況？かもしれませんが、前向きに頑張りましょう。

73 2020/3/10 11:15 男性 40代 秋田県横手市 会社役員 行動制限に関して 行動制限のガイドラインがしっかりしておらず、制限の意味がない 人数の多少にかかわらず、集会等（コンサートや発表会お含む）を行う場合はウ

イルス対策（消毒・検温）をしっかりとし身元の開示登録を行いすぐにトレース

できる体制をとること。それができない場合は禁止とする。

不特定多数が利用する量販店も上記と同じ対応をすること。

なるべく地元の商店を利用し、管理された物流で消費者の影響を少なくする。

４月〜５月まであいまいで不明瞭なままでは数十兆円の損失になるのでは？

ここで数兆円規模の支援を明確にし、完全にウイルスを抑え込むほうが得策だと

思う。

不用意に、”怖がりすぎず経済活動を行おう！！”　などと啓発しないこと

とにかく３月いっぱいみんなで抑え込もう

自由記述

74 2020/3/10 11:18 男性 30代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 飲食店を営業しております。

２月後半から３月は9割以上予約キャンセルの上予約も入らない状況で

す。売り上げがない為アルバイト、パートは全員休ませてます。早く

コロナが終息して自粛ムードが解除してくれないと潰れるのは目に見

えてます。

仕入れもまともにできない状態です。

国は事業者に対してただ融資するとだけ言い結局は借りたお金は返さな

ければ行けません。融資するだけではなくて消費税の軽減、補助金を出

していただくとかしないと資金繰りが厳しくなります。パートさんが休

んだ分は出してくれて事業者には出さないのはおかしいです。平等にし

ないと不公平です。

岩見沢市でも中小企業、自営業、地域住民に対して何か少しでもいいので助成金

または住民税の減税とかあればうれしいと思います。

このまま長引けば街中は死んでしまいます。

どうか良いアイデアでもあればお願い致します。

75 2020/3/10 11:23 男性 50代 広島市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 消毒業(感染者が出たところに対しての消毒作業) 防護服不足、エタノール不足

76 2020/3/10 11:24 男性 40代 千葉県柏市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 保険代理店業です。現在は提案中の新規案件が先送りになっている状

況です。今後は積立の保険の解約や、倒産による解約が懸念され、じ

わじわと収益ダウンが予想されます。

早期の感染拡大終息です。

77 2020/3/10 11:38 男性 50代 大阪府和泉市 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

衛生器具、照明器具の納期が遅くなっている。（建築業） 商品にウィルスがあっても数時間で死滅するので、早く市場に出して欲

しい！

78 2020/3/10 12:21 男性 40代 長崎県 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

建設業では商品の入荷遅れ。

フィットネス事業は、会員様の自粛など

運送業の強化、中国との関係

メディアが騒ぎすぎ。

79 2020/3/10 12:27 女性 40代 岩見沢市内 主婦, 保育士 今は問題ないが、今後の影響を心配している パート勤務なので、給料が心配。 高校生を持つ親のパート勤務の給料も、保障

80 2020/3/10 12:36 男性 40代 愛知県 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

普段必要なものが入手困難、または値上がりしている マスコミは煽り報道をやめ、政府やWHOなどの情報を正確に伝えてほ

しい。

また、市民の皆さんはその情報を冷静に捉え、自ら考えることをしてほ

しい。

81 2020/3/10 12:51 男性 40代 奈良県大和高

田市

会社役員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

子どものストレスの発散 マスコミの報道の仕方が課題。混乱を起こしている原因では？

82 2020/3/10 12:54 男性 30代 福井県小浜市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 障がい者就労施設：取引先企業の生産数減少による仕事の減少 ウイルスの終息。新たな物流・販売システムの構築。

83 2020/3/10 13:01 男性 50代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 印刷業／イベント等の告知広告やプログラムの減少 事態の早期収束。 コロナの影響で資金繰りが悪化している事業者に対して、無金利融資制度はあり

がたいのですが、そもそも借金をするわけですから、返せなくなった場合には二

重苦となることも十分に考えなくてはならない。むしろそうなる可能性のある事

業者の方が多いのでは・・・。

84 2020/3/10 13:02 男性 40代 岩見沢市内 会社員 事業に影響が出ている サービス業であるためかなりの減収 一定の減収をカバーする補助金

85 2020/3/10 13:09 男性 40代 大阪府和泉市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 建設で集合住宅などの改修工事ですが、このマスクや除菌剤も手に入

りにくい時期にたくさん職人が来て毎日作業をされるのは少し怖いと

のご意見で先延ばしや中止、最悪の場合はキャンセルなど出てきてお

ります。

飲食、不動産(特にインバウンド対象)の方々は緊急な融資が必要(かな

りの額)であったり廃業された方々も多くおられるのが現状です。たっ

たこの二か月程度でこの影響です。リーマンショックの比にならない

大打撃です。われわれ建設関係もこれから先が完全に不透明で現状維

持がギリギリ、発展していくのがなかなか難しいです。企業努力は平

素よりしておりますが(もちろん足らないところもあります)限界がき

ているのかもしれません。まず、外に出ない→出れない→お金を使う

ことができない→余力がなくなる→必要最低限のことにしかお金を使

わない→家、又は所有物件のリフォームの先延ばし又は中止

といった流れかと認識しております。

3月いっぱいは仕方がないかもしれませんが、春以降はとにかくこの政

策を解除して頂いて、とにかく人が外で動けるようになることが先決だ

と思います。そうすれば必然的に物を買う、車に乗るといったように世

間に動きがで出します。みなさん一般会社員の方々はそこまでお金が急

になくなった訳でもないので(商売人以外は)ある程度使い出すと予測し

ます。自宅に長い間いたというフラストレーションもたまってるでしょ

うし、いい意味でそれが爆発してくれればいいかと思います。日本はや

はり他国に比較しても普段から毎日お風呂に入る、マスクもしてる、手

洗いうがいもしてる清潔な人種なのでそんなにコロナが拡散してないよ

うにも思いますので、最悪なのは日本の余計なマスコミがありもしない

ことで騒ぎ立てる。これが一番の菌です。

総理が無金利無利息での貸付を表明されました。しかし、お金は入ってはきませ

ん。遅れて入ってくることもないです。貸付をさ！たところで規模が大きければ

大きな事業所ほど返済が不可能になる可能性が高くあります。

全ては無理かもしれませんが、ここはやはり災害ということをもってして、助成

金として出さない限りは、日本経済はかなり大きく傾くことになります。日本企

業の多くは我々のような中小零細企業です。

現時点で会社にある借入事業資金の返済のサイトも延長する政策を進めていかな

いと、軒並み倒れていくでしょう。

よくニュースで観ることで、他の貧窮している国などに数百、数千億の助成をし

ていることがあります。まず、自国です。世界平和の為などに必要なことは分

かってますが、政治家の皆さんにはまず自国を徹底的に守る。

これを一番の念頭において活動をして頂きたいと強く思います。ピンチはチャン

スですのでこの機会に日本の政治の在り方を是正変えて頂きたく思います。

86 2020/3/10 13:21 男性 40代 岩見沢市内 会社役員, 自営

業

今は問題ないが、今後の影響を心配している 不況による売り上げの減少を心配している。

幼稚園の休園。（不動産業）

検査を簡単に受けられる。

感染したらどういう経過を辿っていくのか明示する。

87 2020/3/10 14:09 男性 40代 福岡県朝倉市 自営業 事業に影響が出ている 学校給食のキャンセル、納品先の旅館ホテルがダメージ大きい、お客

様の飲食店が予約のキャンセルの嵐でそのあおりを受けてます。

先ずは経済を回してほしい。

その為に検査キットもだけど、治す薬の開発を急いでほしい。三ヵ月続

いたら潰れます。

正しい情報はいいんですが、余りにもあおる報道はやめてほしい。



88 2020/3/10 14:24 男性 40代 和歌山県和歌

山市

会社役員 家庭生活に影響が出ている 出かける所が制限されてストレスが溜まる コロナを治す薬の開発。 コロナはここまで過敏になるほど危険なものなのか疑問に思います。この一件に

よる損害の方が重要な問題ではないかと思います。

89 2020/3/10 14:36 男性 40代 藤枝市 自営業 家庭生活に影響が出ている

90 2020/3/10 14:43 男性 50代 岩手県盛岡市 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

訪問、面談の制限と自粛 明確な政府の方針

91 2020/3/10 14:50 男性 40代 長崎県松浦市 会社役員 事業に影響が出ている 飲食店を経営しているが外食を控える方が増加しており飲食店・ス

ナックなど閑散として疲弊してきている。長崎県はおかげさまでまだ

コロナ発症者が出ていないが、長崎県でこの状況ならば他の街では

もっと大変だと思う。

場合によってはしばらく店を閉める方もいるようなので休業保障とか必

要かと思う。

国が行おうとしている借入は現実的に無理。お金を借りても収入が落ち

込んでいるので結果返済できなくなると思う。

いままで散々バラマキ対策を行ってきた国にしては今回のコロナ対策に

対する2千億円規模の対策費は少なすぎると思う。

1兆円規模で対策し、バラマキと言われようがお金を回さないと地方零

細企業から破綻していくと思う。

コロナウィルスの正確な情報や対策方法を打ち出していただければ、各店での対

策の使用もあるが現状では未知のウィルスに近く出歩かないようにするしか方法

がない…

92 2020/3/10 15:42 男性 40代 埼玉県飯能市 自営業 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

私の事業は飯能市の商店街でパン屋を営んでおります。もともと全国

的にも商店街は来街していただけるお客様が減ってきており、それで

も各店舗各業種の得意な商いを継続しながら一年間を通してイベント

や行事の賑わいを取り込んでおります。

今回の新型コロナウイルスの影響は見通しのたたない長期化した影響

のため、イベントや施設等の中止や閉鎖、延期により本来売上があが

る時期でも見込めない現状となっております。

また、家庭においてはこの時期は花粉症やインフルエンザで悩まされ

ておりますが、さらに未知のウイルスということもあり飲食業はもと

より家庭も例年以上の注意を必要とされ、マスクや薬剤などの出費も

かかってまいります。

一刻も早いコロナウイルスの終息と地域社会の現状回復、そして安心安

全なイベントの開催によるお客様の来街、賑わいがもどってくることが

解決への第一歩となると思います。

北海道内でのこの度のコロナウイルス拡散の影響には道内の皆様の心配と、一刻

も早い道内の終息を願っております。

93 2020/3/10 15:56 男性 40代 山形県 自営業 事業に影響が出ている 飲食業 宴会が全てキャンセルまた、飛び入りのお客様もかなり少な

い。

現状 なかなか難しいのかと・・・。しかし山形はまだ疾患者がいない

が 時間の問題だと思う。しかし、１日も早く終息してもらうのが一

番。終息したら皆で外に出て飲む、食べる、買うを実行して欲しい。

若い方で元気であってもウイルス保菌者がいるのかと思うと怖い。いつどこで誰

が持っているかわからないので・・・。

１日も早く特効薬が出て終息してもらうことを望みます。

94 2020/3/10 16:08 男性 40代 静岡県沼津市 会社役員 家庭生活に影響が出ている マスコミ操作によるコロナウィルスの過剰反応 世間一般がそれほどまでに恐怖する対象ではないことを世に浸透させて

ほしい

95 2020/3/10 16:42 男性 40代 山形県 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

サージカルマスクの不足 一日も早いマスクの大量供給、転売規制

96 2020/3/10 17:15 女性 40代 岩見沢市内 主婦 家庭生活に影響が出ている, 参加予定のイベント

等の中止や延期によるスケジュール調整

中止や延期の周知、会場の取り直し、参加者への返金。ポスターなど

の製作費や会場代など振替の効かない出費は赤字となった。

今回の出来事を教訓に公共施設などは利用約款の見直しなどをしてもら

えたらありがたいし判りやすい。

子供の預け先が必要な方にとってはしんどい期間だと思うので、今あるシステム

や場所の有効利用を強化できたら…。専業主婦でもしんどいので。

97 2020/3/10 17:35 男性 50代 岩見沢市内 自営業, 飲食店 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

送別会等の宴会が全てキャンセル及び外出自粛による来店者の激減 融資ではなく助成が必要かと思います。 僕の場合は委託業務を受けて居るので幸い収入が見込めますがそれ以外の収入は

無いですね。自業自得なのですが^_^アルバイトさんが無収入になるのでなんと

かしないとと思ってます。

98 2020/3/10 17:53 女性 50代 岩見沢市内 自営業 事業に影響が出ている 飲食店 補償がない飲食店 小さな経済回さないと死ねということ。

99 2020/3/10 18:46 女性 40代 岩見沢市内 会社員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

卒業間近(小学校)の子供の精神的ダメージ

突如学校に行けなくなり友達とも会えず外にも出られず日中１人で家

にて留守番しています

延期になるとは思わず学校に登校できる日を楽しみにしていたのです

が、またしても登校延期にかなりショックを受けています

早めに分散登校を可能にしてほしい

春休み返上で学校に登校させてほしい

給食はいりませんので数時間、数日、少しでも友達に会わせてあげてほ

しいです

100 2020/3/10 19:15 男性 40代 神奈川県相模

原市

自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している 資材単価の高騰、納期未確定資材 一番は収束へ向かう対策ですが支援もより公平にしていただきたい。

101 2020/3/10 20:57 男性 40代 愛媛県 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している

102 2020/3/10 21:15 男性 50代 岩見沢市内 会社役員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

年老いた家族もいるので、感染させないか心配。

資材の入荷遅れに伴う事業の鈍足可。

早くコロナウイルスをただの風邪扱い出来ることを期待します。 いつもきめ細やかな活動に頭が下がります。



103 2020/3/10 21:18 女性 40代 岩見沢市内 公務員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る, 今は問題ないが、今後の影響を心配している

教員として。

学校がどうなっているは、ご存知の通りです。子どもたちが登校して

こない学校で過ごして１０日ほど過ぎました。とても不思議な感覚で

す。

何度も通達が下りてきて、私たちはそれに従い動く…という日々で

す。各家庭への文書など準備が整い、さあ発送という段階で真逆の指

示が下りてきて、文書作り直し…ということもありました。前例がな

い中、いろいろなことを判断しなければならない教育長や校長は本当

に大変だと思います。

いつなら終息するのか、いつなら安全に登校できるのか、誰がウイル

スを持っているのか、…誰にもわからないことばかりで、どんな判断

をしても、賛否両論あり、ときには厳しい意見もあり、批判しあって

ないで、なんとか力を合わせてやっていこうよ！と思う毎日です。

家庭のこと。

両親とも出勤しなければならない状況ですが、子どもたちだけで留守

番できるのでそれほど困ってはいません。児童館も開館してくれまし

たが、そんな状況なのでうちは行かせていません。

上の子の部活もなくなり、夫も私も定時で帰宅して、家族で過ごす時

間がとても増えました。毎日みんな揃ってご飯が食べられるなんて！ 

せっかくのこの時間を大切にします。

上にまとまりもなくいろいろ書いてしまったので…。

休校期間がこんなに長くなってしまったことについては、正直なんとも

言えないです。基本的には蔓延させないための措置として必要だったと

思っています。

保護者の方々の心配な部分（例えば、未学習のところをどうするか等）

は、解消していかなければならないと思っています。

（私の職場では、進級や卒業に関して、なにか心配なことがある場合

は、保護者の方々と個別に面談することにしています。）

こんな経験、何度もしたくはないですが、今回のことを、次の何か？のときに役

立たせないといけないと思っていました。

このような調査をしていただいて、ありがとうございます！

104 2020/3/10 22:11 男性 30代 江別 会社役員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

保険代理店、今後の岩見沢の法人の景気が心配 中小企業に対する助成金

105 2020/3/10 22:15 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 人が集まりづらくなっている 不安の解消

106 2020/3/10 22:21 男性 40代 愛知県安城市 会社役員 事業に影響が出ている 不動産業者です。昨秋、自動車部品の製造に携わっている事業所の工

場の移設計画が持ち上がり、私が移設予定地の地権者(８名)と折衝し

ていましたが、先日元請けに電話で確認したところ、移設は中止に

なったと知らされました。

エンドユーザーだけでなく法人もマインドが下振れしているので、解決

は一朝一夕では難しいと考えています。

107 2020/3/10 23:47 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している

108 2020/3/10 23:55 男性 40代 岩手県 会社役員 家庭生活に影響が出ている 子供休みな為妻が会社を辞めて面倒を見てもらってる

109 2020/3/11 0:09 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている 布おしぼりや清掃用品のレンタル業を営んでおります。外出自粛の

為、飲食店等に足を運ぶお客様が少なくなっており間接的に携わる弊

社も影響が出ています。先行きの不安から清掃用品のレンタルの停

止、おしぼり出荷数の減少等、売上が減少しています。

生産数減少によりパート従業員の出勤日数も減り雇用の安定も課題と

なっております。

ワクチンや治療薬の開発の目処がつけば終息していくと思いますが、そ

れまでの間、国や道だけではなく岩見沢市独自の人や企業に対する援助

や支援を期待しています。

110 2020/3/11 0:28 女性 40代 沖縄県 会社役員 事業に影響が出ている 旅行業　キャンセルが相次ぎ非常に苦しい

追加融資を申請中

終息後の観光客の回復を期待したい 北海道も観光都市であるため、早く回復しますように願っております

111 2020/3/11 5:49 男性 40代 大阪府泉大津

市

会社員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 取引先企業の景気悪化 まだ様子を見ている状況

112 2020/3/11 10:25 女性 40代 岐阜県美濃加

茂市

自営業 事業に影響が出ている 飲食店(スナック)をしていますが自粛で集まりがなくなっているので

もちろん二次会もキャンセルでご予約がなくなった。自粛で出歩かな

いから通常数のお客様も見込めない。人件費だけは削ることができず

赤字上乗せの日々が続いている

自粛が解除されれば中止していた宴会が延期開催としてくれたらいいな

113 2020/3/11 11:03 男性 40代 静岡県 会社役員 事業に影響が出ている, 今は問題ないが、今後の

影響を心配している

会社の倒産・閉鎖 政府の支援 コロナをきっかけに店を閉める判断をするところが多数出てくる。自粛ムードを

高める施策ではなく、お金を回す施策を期待する。

114 2020/3/11 11:29 男性 50代 福岡県大牟田

市

会社役員, 自営

業

事業に影響が出ている 寝具製造販売、ギフト用品販売を経営しておりますが、各種イベント

の自粛等で、記念品、景品のキャンセルが発生しております。さら

に、結婚式の延期等もあり、引き出物等のキャンセルも発生します。

新型コロナウィルスが早く収束し、イベント等の開催の復活を期待しま

す。

新型コロナウィルスが早く収束し、イベント等の開催の復活を期待します。

115 2020/3/11 12:38 男性 50代 泉佐野市 会社役員 事業に影響が出ている 売上がすごく下がっている ふるさと納税みたいに、日本の物産応援するような制度を導入してほし

い。

116 2020/3/11 13:05 男性 30代 佐賀県小城市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 木材、建材卸業　今後、経済活動が止まり家を建てる方が減少してし

まったら売上確保することができるのか⁇弊社より感染者を出した場

合に会社の運転ができるのか⁇また、風評被害が出るのか⁇社員の家

族、取り巻く関係各位に迷惑をかけるのじゃないか⁇等

想像がつかない

117 2020/3/11 15:23 男性 40代 群馬県伊勢崎

市

会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 世の中の消費マインドの低下でいろいろネガディブな情報ばかり。政

治が自分たちのやってきたことを隠すためにコロナの影響にしてると

しか思えない。悪いのはマスコミ。

マスコミが早くポジティブ情報を流して「心配ないです」という世の流

れをつくるべき。

早くこの事態が終息する事を切に願います。

118 2020/3/11 16:02 男性 30代 さいたま 会社役員, 自営

業

事業に影響が出ている 原料素材の卸、生産・消費に影響 国内の市場開拓、新規事業、商品の開発

119 2020/3/11 16:10 女性 40代 愛知 会社役員 事業に影響が出ている ケータリング事業を営んでおりますが、イベントキャンセルが続いて

おります

現在は、少人数のお客様に、シフトしています



120 2020/3/11 17:24 男性 40代 岐阜県関市 会社役員 事業に影響が出ている 展示会やイベントの企画制作(サービス業その他)。イベントキャンセ

ル時のキャンセル費用についての相談時間や交渉時間。キャンセル費

用が取れなかったときの外注先への支払い

①キャンセルについて、展示会そのものが延期になれば良いが、オリパ

ラのプレスセンターが展示会場を使用する関係上、延期できない。この

ため、政府のイベント自粛要請期間分、政府施設にプレスセンターを移

し、中止になった展示会を期間分させてほしい。

②キャンセル費用がもらえなかった場合の、保証。貸し倒れ引当金を充

てれるようにしてほしい。

121 2020/3/11 18:20 男性 40代 茨城県 会社役員 事業に影響が出ている トレーラーハウス製造販売

中国からの輸入が1月末より停止され3月も停止確定し、4月も不透明

で部品の調達が出来ない状況

中小企業のコンテナ輸入再開

122 2020/3/11 18:25 男性 40代 山口県柳井市 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している

123 2020/3/11 18:57 男性 40代 仙台 自営業 事業に影響が出ている 仕入れや販売に影響が出ている

124 2020/3/11 19:50 男性 50代 大阪府箕面市 会社役員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している, 子育て中の従業員の家

庭の負担が心配

学校が休みで母親(弊社従業員)に負担がかかること。 早い安心できる発表 不安を煽る報道のあり方を考えてほしい。

125 2020/3/11 21:01 男性 40代 岩見沢市内 会社役員 家庭生活に影響が出ている, 今は問題ないが、今

後の影響を心配している

●(家庭)１才の子供と妊娠中の妻がいます。子育て支援センターも閉

まりどこにも行けず辛い思いをしているところです。

スーパーなどに行くといまだにマスクをせず、気を使わずに咳をして

いる人がいて、危機意識の薄さを感じます。

●(運送業)今のところ影響はありません。機械や資材運搬がメインな

ので比較的人との接触は少ない方かと思います。しかし、コロナが

きっかけで景気後退に入ればまわりまわって公共事業の予算削減など

影響は避けられないと考えます。

引っ越しや宅配の方々は感染のリスクもあるのに大変だと思います。

●(不動産)リフォームなどに影響が出ています。トイレや風呂、キッ

チンなどの住宅設備が中国の工場閉鎖で入らず。未定です。

空家を買い取り活用することやアパートなどの建築を計画していまし

たが、トイレ、風呂、キッチンが一部で入らず計画を変更しました。

●健康経営都市として、市民が健康に暮らせるまちとしての取り組みと

して、何か感染に配慮した取り組みを独自にやる。

先日ニュースでやっていた除菌装置を設置するなどの取り組みをしてほ

しい。会社にもおけるものならうちにもほしいです。実証実験やるなら

協力したいと思います(高ければ無理ですが)。

●情報公開について、先日感染したお二人についてどういった経緯で感

染したのか公表出来ないものでしょうか？憶測や混乱が起きるかもしれ

ないので公表しないという考えもわかりますが。

●ITやAIなどを活用して、台湾のように情報を共有できるシステムが出

来ると良いかと。

お疲れ様です。

このまま感染がひろがれば、自粛もいずれはあまり気にしていられない状況にな

るかもしれません。それは観光、飲食店の方々。会社を閉鎖しないといけなく

なった方々で、中小企業であれば潰れます。

上手くウィルスと付き合うしかないといっているコメンテーターがいました。確

かにそうするしかありませんが、小さい子供とくに幼児がいる家庭では軽症で済

むからと割り切れる人は少ないと感じます。

126 2020/3/11 21:08 女性 40代 岩見沢市内 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している コンビニを経営しておりますが、平日は会社にお勤めをされているお

客様が多くご来店して頂いております。今後、各企業様でもし営業自

粛をされる事態になった時は、経営も厳しい予想としております。

　

逆コンビニは短時間で買い物が出来るという利便性から、ご利用され

るお客様もいらっしられていますが今後、蔓延拡大すると街に人がい

なくなるのではないかと不安もあります。

スタッフがいれば、配達も今後考えないといけないなかもしれません。

現に現在も高齢の方からの御依頼は受けて配達している場合がありま

す。

127 2020/3/11 21:55 男性 40代 岩手県 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している 建築業　納品不可が出て来た(中国生産) 早期のウイルス鎮火

128 2020/3/11 21:58 男性 40代 広島県三次市 会社役員 事業に影響が出ている 製麺業・酒類小売業です。顧客は飲食店とスーパーですが、外食や宴

会が減り受注が落ちています。このウイルス禍の影響で閉店する顧客

があるでしょう。

消費喚起のため、消費税の一時凍結。

129 2020/3/11 22:43 男性 40代 福井県鯖江市 会社役員 事業に影響が出ている 酒小売業を営んでおりますが、地元、都市圏、どちらも飲食店が歓送

迎会などの稼ぎどきのはずがキャンセルが多いです。当方も２月下旬

から、例年より売り上げが落ち込んできました。また、飲食店への売

掛金も、ちゃんと入金されるのか不安があります。

売り上げが落ち込んだ事業所はもちろん、そこまで落ちていなくても、

無利子での融資が受けられるような制度を期待。

売り上げが落ちてなくても、売掛金が未回収になる場合なども考えられ

るので、運転資金の確保ができるように。

今後も感染症やその他の荒波が襲ってくること認識して、商売人である私たち

も、さらなる進化、多様化をしなければと思います。

そんな勉強や研修ができる場があるとありがたいです。

130 2020/3/11 23:32 男性 30代 愛媛県 自営業 事業に影響が出ている 建設業　資材納期未定 資材会社(大手)自主待機の一部解消　物はあるが物流に手配が出来ない

事による資材納期未定

新型コロナウイルス終息を切に願います。

131 2020/3/11 23:47 男性 40代 千葉県 会社役員 家庭生活に影響が出ている 投資意欲の低減の懸念

132 2020/3/12 0:03 女性 40代 岩見沢市内 公務員 家庭生活に影響が出ている, 面会交流への影響 面会交流が出来ない理由に利用されている。

その他、学校の情報が直前過ぎて、振り回される。

感染症の専門家の意見を聴きながら、市の対策を考えてもらいたい。

子供の学ぶ機会を奪っているという視点を持ち、その補填を如何にする

のか？の指針も休校と共に示してもらいたい。

国の方針を待つことで、休職や休校、医療への対応が後手後手となって

しまったので、日頃から、市はどのように動くのか？を考えていてもら

いたい。

4月以降、進級、進学してからの開校と授業の進行が心配。

現在、子供達はほぼ『軟禁』状態。貧困の問題がある家庭では、『栄養状態の悪

化』も懸念できる状態。子供達のメンタルヘルス、虐待防止対策があまりにも少

なすぎることがとても不安。

国が、市が、国民、市民の生活をどこまで守るつもりが在るのかが見えないのが

不安。

133 2020/3/12 0:30 男性 50代 福井県 会社役員 事業に影響が出ている 顧客現象50% 無し 経済に関して、有事の際の貯蓄を、今取り崩す時。自社の力で乗り越える。

134 2020/3/12 1:01 男性 40代 関西 自営業 事業に影響が出ている 飲食関係　売上３割以上減

135 2020/3/12 2:52 男性 40代 栃木県 自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している

136 2020/3/12 4:52 女性 40代 岡山 自営業 事業に影響が出ている 飲食業です。

自粛モードに入りキャンセルが続き、外出する人も減り先が見えませ

ん。

今の状況は理解しております。

ですが、自粛モードが長引くと今後、色々な職業の方にも影響が出てく

ると思います。

メディアで流れてる情報などが統一され、早く解決策がでることを願い

ます。

137 2020/3/12 7:03 男性 40代 福井県鯖江市 会社役員 事業に影響が出ている 学校給食の停止 我慢しかありません。

138 2020/3/12 7:53 男性 40代 千葉県 会社役員 特にない

139 2020/3/12 10:21 男性 40代 秋田県 会社役員 事業に影響が出ている 消毒資材の確保困難



140 2020/3/12 11:46 男性 40代 神奈川県海老

名市

会社員 事業に影響が出ている 給食業をしているので、加工賃が入りません。また、外食産業にも製

品を提供しておりますが、こちらも冷え込みが酷く、出荷量大幅減と

なっております。

補償です。拡散防止策である以上は学校の再開等は行政の判断となって

しまいますが、これに伴う収益減少は企業の根幹を揺るがします。

外食産業はもうどうなるか想像も付かないので、わかりません。

国として、自治体として医療崩壊も起こさずによく抑え込んでると思います。

日本人らしくパニックバイも起きましたが、想定内だと思います。

しかし、それと経済の停滞は問題の所在がまったく違いますので、ぜひ予算を投

入し、本当に困っている事業所にパイを分散して欲しいところです。

141 2020/3/12 11:48 男性 40代 大分県佐伯市 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している

142 2020/3/12 13:08 男性 40代 愛知県 会社員 今は問題ないが、今後の影響を心配している, 特

にない

特になし 特になし

143 2020/3/12 13:39 男性 30代 神奈川県大和

市

会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 建設業で、建築の設計監理の業務を行っていて、特に設計段階では今

は影響ないが、今後住設、建築資材の搬入がされない場合、建設業全

体に大きな問題が生じてくるため気がかりである。

国内で生産できていれば問題ないのかなと考える。 市内のものではないですが、少しでもお役に立てれば光栄です。頑張ってくださ

い。

144 2020/3/12 13:56 男性 40代 長崎県島原市 会社員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

学校の注文品のキャンセルと

各スーパーなど小売りへの商品差し替えなど(蒲鉾製造)

早期沈静化しかないかな

145 2020/3/12 14:13 男性 40代 千葉県市川市 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

飲食業　相継ぐ宴会予約のキャンセル、不要な外出を避ける為の外食

の自粛

金融支援　出来たら助成金

146 2020/3/12 14:36 女性 40代 青森県 自営業 事業に影響が出ている

147 2020/3/12 19:14 男性 40代 大分県 会社役員 今は問題ないが、今後の影響を心配している 職員やお客さん（高齢者）の感染による施設封鎖 マスク欲しい。エタノール欲しい。手洗いの徹底 早く薬できないかな。

148 2020/3/12 19:28 女性 50代 岩見沢市内 主婦, 派遣員

サービス接客業

と　支援員

事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る

某スーパーのチェッカーです

コロナ騒動以前から常時マスクをしていましたが、品薄となり友人に

マスクを分けました

その後いつになっても販売されず難病の子供と高校生の子供と主人は

清掃会社でマスクは全員必須ですが、職場配布はどちらもありません

そして難病の子供はデイサービスから体温調整効かない事は伝えてあ

りますが、

関係なく熱が出たら呼び出しが来ます

職場に迷惑が掛かり、お迎えしても熱なく元気で病院受診も必要ない

と言われましたが検査しないとデイサービスは受けられないとの事

給与保証の事を派遣先と勤務先に聞いても

前例なく解らないし誰も申し出がないと言われてそのまま勤務したり

です

勤務を休んでの保証を徹底して欲しい

児童デイサービスの昼食費や

養護学校や学校の給食無料の家庭には

自宅で昼食が高額負担で大変な為支援して欲しい

養護学校へスクールバスや寄宿舎で登校してる人は自宅での負担が大き

すぎる

日中一時支援の負担をして欲しい

休校中はネットででも学習できるよう

システムを確立して欲しい

生徒や児童が休校中、自由に出歩かないよう

見守りはされているのか？よくわかりませんが非公を防ぐ為にもお願い

したい

149 2020/3/12 20:20 男性 40代 千葉県習志野

市

会社役員 事業に影響が出ている 興行業。イベントやセミナーが中止になり事業が停滞している。 厚労省はインフルと新型肺炎の死者数と持病持ちからの重篤化数、死者

数を明確に公開してほしい。メディアにはいたずらに騒ぎ立てるのでは

なく正確な情報の提供を求めたい。

一連の騒動が収束に向かうことを祈ります。

150 2020/3/13 9:37 男性 60代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている タクシー業　　売り上げの大幅減少 早く経済活動が元に戻る事 消費税増税から経済活動が停滞している

151 2020/3/13 11:25 女性 40代 岩見沢市内 会社員 事業に影響が出ている 児童デイサービス：利用児童数が半減。 定員に満たない分の給付をしてほしい。 事業所を開けていても利用する児童が少なければ経営が成り立たなくなる。感染

リスクを抱えながら子供たちを預かっていることを考えて欲しい。保障・給付等

手続きを簡素化してすぐにでも事業所の運営に影響が出ないようにしてほしい。

152 2020/3/13 12:44 女性 20代 岩見沢市内 学生 家庭生活に影響が出ている アルバイト先が飲食店なのですが、お客さんが来ないため、出勤日数

が大幅に減らされてしまいました。

153 2020/3/13 12:56 女性 10代 岩見沢市内 学生 今は問題ないが、今後の影響を心配している

154 2020/3/13 15:02 女性 20代 岩見沢市内 学生 家庭生活に影響が出ている 弟が学校に行けないため、自宅待機を強いられている

155 2020/3/13 18:47 女性 20代 札幌 学生 春休み予定が全て潰れた 家から出られない 感染してるかわかるキットが欲しい



156 2020/3/14 22:37 女性 40代 岩見沢市内 パート 今は問題ないが、今後の影響を心配している 同居の母は、18年前から脳梗塞になり、左半身麻痺で車イスでの生活

です。もともと心臓が悪く、更に糖尿の傾向にもあります。5年前には

大腸がんもやっています。

そんな母ですから、絶対に絶対に絶対に感染してほしくありません。

現在は、私もパートで働いているため、母にはデイサービスに週に4回

行ってもらっています。

正直、心配で心配で仕方がありません。

ものすごく複雑なんですが……。

もしも、お休みになれば、感染に対するリスクが減るので、安心は安

心。学校が休みになったのだからデイサービスも…と思います。高齢

者の方が重症になる確率高いでしょ！って。

でも、そうなると、私は仕事を休むか、あるいはお昼までの勤務にし

てもらわなくてはなりません。

幸いにも理解のある職場ですので、勤務に対する不安はありません。

が、パートゆえ、働かなければお給料は発生しません。

デイサービスが休みになってほしいという気持ちと、休みになっても

らっては困るという気持ちの両方があります。

私の想像していた通り、だんだん感染者も増え、とうとう岩見沢から

も感染者が出てしまいました。

感染が間近に迫っている危機感から、今はお休みになって欲しいとい

う方が少し勝っています。

お金より命のほうが大事！！

でもでも、お金が無いと生活が出来ない……

とってもとっても複雑です…

生活の保障……

……でも、それはムシの良い話ですよね。わかっています。現在、岩見

沢市にそんな予算があるわけないですもの……

けど、はっきり言って、それが約束してもらえるなら、私は2〜3週間く

らい家に籠もりたいです。

これ以上の感染を、『完全に』防ぐには、

国民全員が2〜3週間家から一歩も出ないこと！！

でも、現実にはそんなことは絶対に無理。

その間の経済は？

閉塞によるストレスは？

などなど、諸々の問題が出ますもんね。

『家から一歩も出ない』とか『生活の保障』とか、非現実的なことばかり書きま

したが、最後にもっともっと非現実的なことを書きます。

『お金（お札）を数えるときや、新聞や雑誌のページをめくるときなどに、指を

なめるのを禁止にする！』

違反したら罰金！！

そして、その集まった罰則金で、指が乾燥していても数えられる（すんなりめく

れる）『紙』を開発する！！！

以上、失礼しました〜

平野〜！これからもがんばって！！

157 2020/3/15 0:45 女性 30代 岩見沢市内 公務員 家庭生活に影響が出ている 教育委員会のコロナ対策に不満。来週からの分散登校に不安しかな

い。1時間程度かと思ったら、4時間の給食ありと感染のリスクしか感

じられない。今まで外出控えていたのが水の泡。本来の道が提示した

程度の分散登校なら登校させたかったが、自分の子は登校させないこ

とにした。もしクラスターのようなことが起こったら、地域全体の暮

らしが更に危険にさらされる。子どもたちの安全確保を考えるのが教

育委員会だと思うが。

分散登校の時間短縮。給食無し。

158 2020/3/15 15:41 男性 40代 神奈川県厚木

市

自営業 今は問題ないが、今後の影響を心配している 建築塗装業 より正確な情報と1人1人の適切な行動

159 2020/3/15 17:02 男性 30代 岩見沢市内 会社役員 家庭生活に影響が出ている

160 2020/3/15 20:14 男性 30代 岩見沢市内 会社役員 事業に影響が出ている, 家庭生活に影響が出てい

る, 今は問題ないが、今後の影響を心配している

サービス業です。売り上げが落ちている。自分又は、従業員がコロナ

になってしまった場合を考えると不安しかありません。

過度の報道による感染者の犯人探しや企業探しをやめてもらいたい。 感染者がどこで勤めて何をしていたか等、そこまで気になるのが私には理解でき

ません。もし自分がなってしまったらと考えるとどこにも行けないし経済活動を

したくてもできません。経済を止め感染者がゼロになるまで自粛してしまうと間

違いなく経済が崩壊します。たぶん皆コロナになるのが怖いのではなく、コロナ

になった時に報道で会社や家族に迷惑がかかるのが怖い方が強いのではないで

しょうか。感染者のどこの誰等の報道をやめるだけで経済は今よりもよくなると

思います。あとは自己判断で感染予防に尽くすことにシフトチェンジしてもらい

たいです。


