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Ⅰ　調査概要

１　調査実施の趣旨
　新型コロナウイルス感染症の流行が、ひとり親家庭の子どもや保護者にどのような影響を
及ぼしているかを調査するために実施する。

２　調査実施の概要

（１）　調査対象者
　　 　県内児童扶養手当受給者　約１２，０００世帯

（２）　調査内容
　　　・仕事の変化

　　　・収入、支出の変化、見通し
　　　・保護者や子どもの生活、親子関係の変化

　　　・子どもの教育・学習面の影響
　　　・現在困っていること、不安に感じていること
　　　・１年後の生活の見通し　など

（３）　調査方法
　　　児童扶養手当の現況届の提出を促すために対象者に送付する通知書等に調査実施

　　にかかるチラシを同封して依頼した。
（４）　回答方法

　　　 パソコンやスマートフォンからウェブ上にある「青森県電子申請・届出システム」にアク
　　セスし、無記名で入力するアンケート調査により行った。
（５）　調査期間

　　　 各福祉事務所でチラシ配布時（７月初旬）～９月４日
（６）　回答件数、回答率

　　　 ９１８件（約７．６％）

３　調査結果の公表と活用

（１）　調査結果の公表
　　 　調査結果は、県のホームページで公表する。

（２）　調査結果の活用
　　　 調査結果については、第２次青森県子どもの貧困対策推進計画（母子家庭等自立支

　　援計画と一体的に策定）の策定に当たっての参考とする。
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Ⅱ　調査結果

・回答者の基本的事項について

（件）

（件）

(1) 現在のお住まいの地域を教えてく
   ださい

30.2%

26.6%

7.0%

5.2%

13.0%

18.1%

1 東青地域

2 中南地域

3 三八地域

4 西北地域

5 上北地域

6 下北地域

(2) あなたの世帯区分を教えてくださ
   い

95.4%

3.2% 1.4%

1 母子世帯

2 父子世帯

3 その他

1 母子世帯 876

2 父子世帯 29

3 その他 13

918

2771 東青地域

1662 中南地域

2443 三八地域

644 西北地域

1195 上北地域

486 下北地域

918
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（件）

（件）

(3) あなたの年代を教えてください

45.2%

54.7%

0.1%

1 20歳未満

2 20歳代～30歳代

3 40歳代～50歳代

(4) あなたの就労状況を教えてくだ
  さい

28.4%

8.3%

63.3%

1 フルタイム

2 パートタイム

3 就労していない
（休職中を含む）

1 20歳未満 1

2 20歳代～30歳 415

3 40歳代～50歳 502

918

1 フルタイム 581

2 パートタイム 261

3 就労していない 76

918
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（件）

（件）

(5) あなたが扶養している同居の子ど
  も数を教えてください

33.3%

9.4%

1.3%

56.0%

1 １人

2 ２人

3 ３人

4 ４人以上

1 １人 514

2 ２人 306

3 ３人 86

4 ４人以上 12

918

(6) あなたの一番下の子ども（末子）の
  年齢を教えてください

14.4%

37.1%

7.1%

23.1%

18.3%
1 ０歳～３歳未満

2 ３歳～小学校入学前

3 小学生

4 中学生

5 高校生（中学校卒業年
齢）以上

1 ０歳～３歳未満 65

2 ３歳～小学校入
学前

132

3 小学生 341

4 中学生 212

5 高校生（中学校
卒業年齢）以上

168

918
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データ

(件)

問１　新型コロナの影響で仕事に変化はありましたか

　新型コロナの仕事に対する影響について、「ほとんど変わらない」と答えた者が４６．２％で最

も多く、「失業、休業した」と答えた者が８．６％、「仕事の量が減った」と答えた者が２９．２％で、

合わせて１／３以上の者が、仕事量の減として影響を受けている。

　「その他」では、営業時間短縮等で仕事が減ったほか、子どもの休校で仕事を辞めざるを得な

かったものもあった。

(件)

・新型コロナの影響で仕事に変化はありましたか

8.6%

29.2%

46.2%

7.2%
2.6%

6.2%
1 失業、休業した

2 仕事の量が減った

3 ほとんど変わらない

4 仕事の量が増えた(新たに仕事を始めた)

5 もともと、仕事をしていない

6 その他

1 失業、休業した 79

2 仕事の量が減った 268

3 ほとんど変わらない 424

4 仕事の量が増えた(新たに仕事を始めた) 66

5 もともと、仕事をしていない 24

6 その他 57

918
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その他の内容（20字以内） （注）原文のまま。なお、記入欄が２０字以内の枠で
　　あるため、表記が途切れているものがあります。

これからの状況によっては閉園だとそうなる コロナの影響で仕事がなく今は短期派遣。

コロナ関係なく転職したので比べられない テレワークになった期間収入減

パートになった 医療従事者なので感染に対策のストレス

育児休暇が3ヶ月延びた 育児優先したく5月に辞める予定だった。

一時期休業した。 一時休業し、再び再開。

会社の売上が激減 感染症対策等で仕事量が倍増している。

疑いで急きょ休んだ従業員の代わりの仕事が 休業が続いているため、7月に転職した

休校などで欠勤早退増えた 業績不振の為勤務時間を夜に変更と言われた

元々収入が少なく、転職活動していた最中 今は仕事していますが、以前はしてなかった

今は募集していないと断られた 今年度昇給なし。ボーナス50%は保証、後

在宅勤務があった 在宅勤務が始まった

在宅勤務になった 残業が出来なくなったのに仕事は増えている

残業や職場の消毒、対策会議等仕事内容が 仕事がなかなか見つからなかった

仕事が制限され収入を増やしにくい。 仕事についたが辞めてしまった

仕事の量や、会社商品のノルマが増えた 仕事は今まで通りだが、売上が減っている

仕事辞めて、パソコン講習通ってた 仕事量が減った後、増えた

仕事量は変わらないが売上が減った 子が学校休みで残業できなくなり給料減った

子供の休みが続き自主退職した。 子供の進学で仕事もやめて八戸にきたが仕事

時給制 営業時間短縮のため収入減 副業禁 自粛期間終わってからは仕事の量が増えた

失業中。職安に行くのも恐ろしい。 手間が多くなり残業が増えてしまった

就業時間が減った 消毒などの業務内容が増えた

消毒作業が増え大変になった 職業訓練校。

職場の消毒でボランティア時間外がふえた 心的ストレスが増えた

接客業だったので辞めざるをえなかった 早退などをしなければならなかった。

退職した 転職した

年金 非正規が在宅の社員の分仕事が増えた

病気で働けない状態。 副業(スナック)が減り給料がかなり減った

娘の帰省で自粛して2週間有給休みした 面接ができない！

面接待ちだったが、無期延期で白紙になった
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データ (件)

問２　新型コロナの影響で、以前と比べて収入や支出は
     変わりましたか

　新型コロナの収入に対する影響について、「ほとんど変わらない」と答えた者が５４．８％で最

も多く、「収入がほとんどなくなった」と答えた者が６．５％、「収入が半分程度になった」と答えた

者が４．５％、「半分までではないが、収入が減った」と答えた者が２９．２％で、合わせて約４割

の者が、収入の減として影響を受けている。

　「その他」では、ボーナスが減ったもの、臨時給付金のおかげで収入が増えた、という回答も

みられた。

・以前と比べて収入は変わりましたか

6.5%
4.5%

29.2%

54.8%

4.5%0.5%
1 収入がほとんどなくなった

2 収入が半分程度になった

3 半分までではないが、収入が減った

4 ほとんど変わらない

5 収入が増えた

6 その他

1 収入がほとんどなくなった 60

2 収入が半分程度になった 41

3 半分までではないが、収入が減った 268

4 ほとんど変わらない 503

5 収入が増えた 5

6 その他 41

918
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その他の内容（20字以内）
３月から仕事がない 3月までは減った。

8月が生産調整の為、休みが多いので減る 9月から収入半分になる予定

コロナ関係なく転職したので比べられない パートで繋いでるので減った

ボーナスが減った まだわからない

会社自体傾きかけで、先は分からない 回転率が悪くボーナス減

学校の休校により、食費の支出が増えた。 基本給は、据え置き、賞与減

休職中なので元々収入がない。 休日手当数％、少し収入減

月給に変化はないが12月賞与減少予定。 元旦那が東京で月々の養育費がとまった。

購入ノルマ増えたので事実上減った 今は変わらないが今後の給料が減るようです

残業代分、収入が減った後に増えた 仕事を始めたので増えた

子供が学校に行かないためかなりの出費があ 失業中

失業保険が収入 収入は変わらないが支出が増えた。

収入は変わらないけど支出が倍になった 収入変わらないが、除菌等買い物増えた

収入無しの為 就職したばかりで、わかりません

全国自粛要請の時は減った 体調が悪くて休みがちだった月だけ減った

大学生がアルバイト出来ない 冬のボーナスはカットと言われた

働き方改革で基本給は上がったが手取りは減 二万位減った

売上減少の為夏のボーナスが無くなった 半分どころか…半分以下です！

病気療養中で仕事はしていない為収入は無い 副業(スナック)での給料は、ほぼなし。

保障期間後、仕事減少影響が出るのが怖い 未就労

臨時給付金のおかげで、増えました。
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問２　新型コロナの影響で、以前と比べて収入や支出は変わりま 
      したか

その他の内容（20字以内）

データ (件)

・以前と比べて支出（出費）は変わりましたか

76.8%

21.1%

1.9%

0.6%

1 全体として支出（出費）が増えた

2 あまり変わらない

3 全体として支出（出費）が減った

4 その他

子供も自身も自粛待機により生活費嵩んだ 衣類は下着のみでしのいでいる、

1 全体として支出（出費）が増えた 705

2 あまり変わらない 194

3 全体として支出（出費）が減った 17

4 その他 2

9-2



（件,％）

番号 費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 件　　数 割　　合
1 食費 554         83.7

（うち昼食代） (78) (11.8)
2 おやつ 11          1.7
3 水道光熱費（暖房費含む） 255         38.5
4 交通費（ガソリン代など） 6            0.9
5 通信費 21          3.2
6 インターネット環境（wifi端末など） 11          1.7
7 日用品費（おむつ・消耗品など） 18          2.7
8 教育費（学用品・学習塾等） 31          4.7
9 教養娯楽費（おもちゃ・本・小遣いなど） 23          3.5

10 保育・託児（託児、学童保育） 5            0.8
11 医療費 2            0.3
12 衛生資材（マスク等） 132         19.9
13 仕送り 4            0.6
14 その他（生活費全般など） 22          3.3

項目総数 1,095      -
有効回答数 662         100.0

○ 休校中の費用として回答したもの 89 13.4

　回答があった663件のうち、「無し」としたものを除く有効回答数662件につい
て、挙げられた項目を分類した。１件の回答の中に複数の項目があったものは、
それぞれにカウントしたため、項目総数は1,095件となった。
  有効回答数に占めるそれぞれの割合は、「食費」が最も多く、83.7％、次いで
「水道光熱費」が38.5％、マスク等の「衛生資材」が19.9％となっている。
　なお、食費のうち、「昼食代」としたものが11.8％、有効回答数のうち、学校休校
中の費用として回答したものが、13.4％あった。

大きく支出が増えた項目があれば、お知らせください。

83.7
1.7

38.5
0.9
3.2
1.7
2.7
4.7
3.5

0.8
0.3

19.9
0.6
3.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

食費

おやつ

水道光熱費（暖房費含む）

交通費（ガソリン代など）

通信費

インターネット環境（wifi端末など）

日用品費（おむつ・消耗品など）

教育費（学用品・学習塾等）

教養娯楽費（おもちゃ・本・小遣いなど）

保育・託児（託児、学童保育）

医療費

衛生資材（マスク等）

仕送り

その他（生活費全般など）

大きく支出が増えた項目
(%)
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データ (件)

問３　今年の家計の収支見込みはどうですか

　新型コロナの収支見込みに対する影響について、「赤字（貯蓄を切り崩さないと生活できない

程度）」と答えた者が５０．５％で最も多く、「大赤字（貯蓄を切り崩してもやりくりできない程度）」

の１２．５％と、合わせて６割強の者が収支は赤字と見込んでいる。

　「その他」では、もともと貯蓄に余裕がない、との回答もみられ、生活基盤が脆弱で、危機回避

が困難な状況がうかがわれる。

・今年の家計の収支見込みはどうですか

12.5%

50.5%

31.2%

0.8% 5.0%

1 大赤字（貯蓄を切り崩してもやりくりできない程度）

2 赤字（貯蓄を切り崩さないと生活できない程度）

3 あまり変わらない

4 黒字

5 その他

1 大赤字（貯蓄を切り崩してもやりくりできない程度） 115

2 赤字（貯蓄を切り崩さないと生活できない程度） 464

3 あまり変わらない 286

4 黒字 7

5 その他 46

918
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その他の内容（20字以内）
8月以降、収入減 カードで生活を支えてる感じ

コロナに拘らずいつも切り崩している。 またわからない

まだわからない まだわからない

まだ見通しが経っていない もともと貯蓄の余裕がなく、現収入で

リストラや仕事減で、明日がわからない 会社がもつか、もたないかで、変わる

休校中は残業できなく万単位で減りました 元々貯蓄がない状態での赤字

元々貯蓄もなく赤字 今までも貯蓄切り崩し、今後は更に影響

今後のコロナの影響によりまだわからない 子の進学、失職した為、非常に苦しい

子供の自粛期間により赤字になる可能性あり 取り崩せる貯金がないので困ってます。

職業訓練生になったのでマイナス見込みです 赤字(貯金ないから借金)

赤字（貯蓄がないので借り入れ） 赤字(貯蓄は、切り崩さなくても何とか生)

赤字、貯蓄も無い 赤字だが貯蓄がないため借金が増えるレベル

赤字で借金が増えた 赤字にはならないが支出は増えた

切り詰めて貯金を崩さないようにしている 節約生活

貯金がないから身内からお金 借りた 貯金がないのでカード払いで自転車操業

貯金もないので、手当を利用して精一杯 貯金もなし仕事も採用されず

貯蓄がないので、サラ金から借りた 貯蓄が元々無いので、給で、何とかなってい

貯蓄する余裕が無い 貯蓄なし。母子奨学金で、子は学校に行けて

貯蓄は不可能で、支払いは前倒し程度。 貯蓄は無いので常に赤字

貯蓄もない 貯蓄もないのでキツい

貯蓄もない為ギリギリの状態。 貯蓄も無く生活がきつい

貯蓄を崩すほどではないが生活はきつい 派遣なので変動あり

普段から厳しい。貯蓄もない。 毎月赤字です
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問４　新型コロナの影響で、あなた自身の生活に変化が   
  ありましたか
　新型コロナの保護者自身の生活への影響について、生活リズムについては「変わらない」と

回答した者が６９．８％で最も多く、「悪くなった」が２４．７％、 「良くなった」が５．４％となってい

る。

　精神状態については「悪くなった」と回答した者が６２．７％で最も多く、「変わらない」が３６．１

％、「良くなった」が１．２％となっている。

　健康状態については「変わらない」と回答した者が５４．６％で最も多く、「悪くなった」が４３．５

％、「良くなった」が２．０％となっている。

　一方、衛生管理については「良くなった」と回答した者が７４．７％で最も多く、「変わらない」が

２３．０％、「悪くなった」が２．３％となっている。

（件）

（件）5.4%

24.7%

69.8%

1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・自分自身の生活リズム（早寝早起き・生活習慣など）

1.2%

62.7%

36.1%
1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・自分自身の精神状態（イライラや落ち込み）

1 良くなった 11

2 悪くなった 576

3 変わらない 331

918

1 良くなった 50

2 悪くなった 227

3 変わらない 641

918
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（件）

（件）2.0%

43.5%
54.6%

1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・自分自身の健康状態（病気や運動不足など）

74.7%

2.3%

23.0%
1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・自分自身の衛生管理（感染予防、マスク、手洗いなど）

1 良くなった 18

2 悪くなった 399

3 変わらない 501

918

1 良くなった 686

2 悪くなった 21

3 変わらない 211

918
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　新型コロナの子ども自身の生活への影響について、生活リズムについては「変わらない」と回

答した者が５０．３％で最も多く、「悪くなった」が４６．５％、「良くなった」が３．２％となっている。

　精神状態については「変わらない」と回答した者が５３．１％で最も多く、「悪くなった」が４５．６

％、「良くなった」が１．３％となっている。

　健康状態については「変わらない」と答えた者が５３．８％で最も多く、 「悪くなった」が４４．８

％、「変わらない」が１．４％となっている。

　一方、衛生管理については、「良くなった」と答えた者が７１．８％で最も多く、「変わらない」が

２６．４％、「悪くなった」が１．９％となっている。

（件）

問５　新型コロナの影響で、子ども自身の生活に変化が   
  ありましたか

（件）

3.2%

46.5%50.3%

1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・子どもの生活リズム（早寝早起き・生活習慣など）

1.3%

45.6%
53.1%

1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・子どもの精神状態（イライラや落ち込み）

1 良くなった 12

2 悪くなった 419

3 変わらない 487

918

1 良くなった 29

2 悪くなった 427

3 変わらない 462

918
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（件）

（件）

1.4%

44.8%
53.8%

1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・子どもの健康状態（病気や運動不足など）

71.8%

1.9%

26.4%
1 良くなった

2 悪くなった

3 変わらない

・子どもの衛生管理（感染予防、マスク、手洗いなど）

1 良くなった 13

2 悪くなった 411

3 変わらない 494

918

1 良くなった 659

2 悪くなった 17

3 変わらない 242

918
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問６　新型コロナの影響で、親子関係に変化はありました
　　か
　新型コロナの親子関係への影響について、子どもとゆったり過ごすことについては「変わらな

い」と回答した者が５４．７％で最も多く、「増えた」が３７．１％、「減った」が８．２％となっている。

　子どもと会話することについては「変わらない」と回答した者が６２．１％で最も多く、「増えた」

が３２．８％、「減った」が５．１％となっている。

　子どもの勉強を見ることについては「変わらない」と答えた者が７０．０％で最も多く、 「増えた」

が２４．１％、「減った」が５．９％となっている。

　子どもの世話をすることについては、「増えた」と答えた者が６５．８％で最も多く、「変わらない

」が３１．７％、「減った」が２．５％となっている。

　子どもに八つ当たりをしてしまうことについては、「変わらない」と答えた者が６９．０％で最も多

く、「増えた」が２７．０％、「減った」が４．０％となっている。

（件）

（件）

37.1%

8.2%

54.7%

1 増えた

2 減った

3 変わらない

・子どもとゆったり過ごすこと

32.8%

5.1%
62.1%

1 増えた

2 減った

3 変わらない

・子どもと会話すること

1 増えた 301

2 減った 47

3 変わらない 570

918

1 増えた 341

2 減った 75

3 変わらない 502

918
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（件）

（件）

（件）
24.1%

5.9%

70.0%

1 増えた

2 減った

3 変わらない

・子どもの勉強を見ること

65.8%2.5%

31.7% 1 増えた

2 減った

3 変わらない

・子どもの世話をすること（食事の支度など）

1 増えた 221

2 減った 54

3 変わらない 643

918

1 増えた 604

2 減った 23

3 変わらない 291

918

27.0%

4.0%
69.0%

1 増えた

2 減った

3 変わらない

・子どもに八つ当たりをしてしまうこと

1 増えた 248

2 減った 37

3 変わらない 633

918
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データ (件)

問７　学校休業で、子どもの教育・学習面にどのような影
    響がありましたか

　学校休業の子どもの教育・学習面の影響について、「以前と変わらない」と答えた者が４９．８

％で最も多く、「以前より勉強しなくなった」と答えた者が３５．７％、「以前より勉強するようにな

った」と答えた者が５．６％となっている。

　「その他」では、子どもが未就学のため当てはまらない者、新１年生のため比較できない者な

どが多かった。

・学校休校の間、勉強態度に変化はありましたか

5.6%

49.8%

37.5%

7.2%

1 以前より、勉強するようになった

2 以前と変わらない

3 以前より、勉強しなくなった

4 その他

1 以前より、勉強するようになった 51

2 以前と変わらない 457

3 以前より、勉強しなくなった 344

4 その他 66

918
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その他の内容（20字以内）
あてはまる子供がいない だらだらと勉強していた

テレビ等を見る時間が増えた まだ 3歳なので…

まだ1歳のため勉強しない まだ1歳児なので。

まだ園児なので勉強はしていない まだ小学生じゃない

わかる所しかやらずわからない所はそのま 園児です

遠隔授業や宿題が増えて子供達の負担が大 該当しない

学校に通っている子どもはいない 学校中退

学習習慣ができる前に休校になったため不明 兄弟で違う

高3なこともあり、いろいろ不安 今年1年生なのでわからない

就学していない 就学前

就学前 就学前

宿題の出し方がおかしい気がした。 初めての小学校なのでわからない

小１のため、くらべられず 小学1年生なので勉強はこんなものだと思っ

障害があり学校へ行っていない 新一年なので以前とは比べられない

新一年生のため変化はわからない 新小学一年生なので、学習の習慣がもともと

生活リズムが崩れた 対象の子供がいない

対人恐怖症で家にいる 通信ですから休校はありません。

登校しなくなってしまった 当てはまる子どもがいない

当てはまる子供いない 当てはまる子供はいない

特別支援学級なので、やり方が、わからない 入学式から４日後に休校になった。

不登校で悩んでいる 分からないと言う事が増えた

勉強について行けなくなっている 保育園

保育園なので関係ない 保育園なので休園はない。

保育園なので変わらない 保育園なので勉強はない

保育園児 保育園児

保育園児 保育園児です

保育園児なので 未就園児

未就学 未就学児

未就学児 未就学児

未就学児 未就学児

未就学児 未就学児なので当てはまらないです

未就学児のため 密を避ける授業方法で分かりにくく、諦めて

無し 幼児
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データ (件)

（学校休業で、子どもの教育・学習面にどのような影響が
ありましたか）

　一部の地域で導入されたオンライン授業の理解度については、「当てはまる子どもはいない」

と答えた者が４６．５％あったが、「理解できている」と答えた者が１２．３％、「あまり理解できて

いない」と答えた者が１３．２％、「どちらともいえない」と答えた者が２８．０％となっている。

・一部の地域でオンライン授業が導入されましたが、子どもは授業
を理解できていますか

12.3%

13.2%

28.0%

46.5%

1 理解できている

2 あまり理解できていない

3 どちらともいえない

4 当てはまる子どもはいない

1 理解できている 113

2 あまり理解できていない 121

3 どちらともいえない 257

4 当てはまる子どもはいない 427

918
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データ (件)

（学校休業で、子どもの教育・学習面にどのような影響が
ありましたか）

　オンライン授業の環境について、「十分整っている」が２１．５％、「やや整っている」が３１．３

％で、半数以上の者が整っている環境にあると答えている。一方、「全く整っていない」が２０．２

％、「あまり整っていない」が１６．６％と１／３強が整っていない環境にあると答えている。

　「その他」では、スマホやタブレットはあるがパソコンはない、人数分の機械がない、無理して

整えた等の回答があった。

・ご自宅では、オンライン授業の環境（ネットで動画が見られるパソ
コン等）が整っていますか

21.5%

31.3%

7.6%

16.6%

2.9%

20.2%
1 十分整っている

2 やや整っている

3 どちらともいえない

4 あまり整っていない

5 全く整っていない

6 その他

1 十分整っている 197

2 やや整っている 287

3 どちらともいえない 70

4 あまり整っていない 152

5 全く整っていない 185

6 その他 27

918
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その他の内容（20字以内）
Wi-Fiはあるが子供はスマホPCがない Wi-Fiはあるが端末がない

あてはまる子供がいない オンライン授業に伴って環境を整えた

スマホしかなく、目を悪くしたらだめなので そのためにWiFiを繋いだ。

タブレットならある ネットがポケットWi-Fiで通信速度が遅

パソコンありません。スマホならあります。 パソコンはあるが、ネット環境がない

パソコンはあるがカメラは付いてない パソコン買えない

わからない。 わたしが居ないと起動できない様にしている

違うものを見るので環境はあるが見せてい 環境はあるが、人数分の機械がない

急遽携帯を準備 携帯しか無い

現在ネット切断、状況良くなり次第繋ぎ直す 古くなり買い替えできない。

高校へ進学していない 今回のために整えた

整っていない為、購入した 赤字覚悟で購入するしかなかった

保育園児 保育園児

無理して整えた
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(件,%)

データ

問８　子どもに関することで、現在、困っていること、不安
     に感じていることは何ですか（複数選択）

　子どもに関して困っていること、不安に感じていることについて、「子どもの勉強が遅れること」

が５６．３％で最も高く、次いで「子ども自身の健康や生活リズムが悪化すること」が４６．８％、「

学校以外の子どもの居場所がなくなること」が４６．７％となっている。

　「その他」では、東京方面への子どもの進路、進学の問題も挙げられている。

n=918,(件),％

・子どもに関して困っていること、不安に感じていること

56.3%

16.8%

46.8%

16.9%

16.1%

6.6%

46.7%

14.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1 子どもの勉強が遅れること

2 子どもの部活動ができないこと

3 子ども自身の健康や生活リズムが悪化すること

4 子どもへの世話が十分できないこと

5 子どもの預け先がないこと

6 親子関係が悪くなること

7 学校以外の子どもの居場所や遊び場がなくなるこ

と

8 その他

1 子どもの勉強が遅れること 517 56.3%

2 子どもの部活動ができないこと 154 16.8%

3 子ども自身の健康や生活リズムが悪化すること 430 46.8%

4 子どもへの世話が十分できないこと 155 16.9%

5 子どもの預け先がないこと 148 16.1%

6 親子関係が悪くなること 61 6.6%

7 学校以外の子どもの居場所や遊び場がなくなること 429 46.7%

8 その他 133 14.5%
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その他の内容（20字以内）

あてはまる子供がいない あまりお出かけ出来なくて子供がイライラ

ありません オンライン学習できる子と学力の差がついた

お互いにイライラして喧嘩が多い お互いのストレス

ゲームゲームとうるさい ゲームなどの時間が増えた

ゲームを離せなくなった ゲーム依存になりそう

ゲーム依存の加速。 ゲーム時間が増えすぎた

コロナに感染しないか心配です コロナに対するストレスが増えていること

コロナの影響で進路を決めかねていること ストレス発散出来ない

すべて困っている スマホ＆ゲーム依存症

なし もし 保育園が休園になったら 仕事ができ

リモート授業が、はやい 一人勉強ができてなくて、学力低下の増加す

一生に一度のイベントがなくなってしまう 引越してきたので友達と交流が持てない

運動会、修学旅行など行事が出来なくて卒業 運動不足によるイライラで言動が乱暴

園の行事が無くなること 外に出る事が『悪』という認識になって来て

外出の機会が減り運動不足になる事 学校がつまらないと子供が言っている事

学校が感染源になるので登校させたくない 学校見学ができない

学校行事が減ってかわいそう 学校行事が減り、子供達の楽しみが減ってい

学校行事が少なくなる 学習の習慣が身につかないこと

学習遅れの塾に通うお金が無い。引きこもり 学費

感染した場合子どもが1人になる、病院代も 感染拡大で大人に対する不信感が大きくなっ

関東方面への進路を諦めるか？ 帰省出来ないこと

休校中も仕事がありおきざりにしてしまった 休校明けより不登校になった

兄弟喧嘩が増える 県外の大学へ進学できるか(関東方面)

元々引きこもりがちが、更に外出しない 行事がなく思い出が減ること

行事がほぼ中止で可愛そう 行事が中止になって、モチベーションが下が

行事やイベントが中止になっていること 高3だが進路の不安

高3なので進路対策が大心配 高校受験

高校受験について 高校入試の内申書に部活動の点数が加算さ

今まで 子供自身がしていたバイトができな 今年度の中学受験が不安です。

今年保育園卒業なのに行事が減り悲しがって 残業で夕飯が遅くなったり、簡単なものにな

仕事が決まらないので、退園になりそう 仕事のためコロナ禍でも学童に行かせること

子供が食事を取らない。カップ麺食が増えた 子供の就職活動に悪影響、就職先減少

子供の精神面と情緒が不安定 子供の発熱での受診の見極めが難しい

資格が取れない 児童会での3密状態。危険すぎる

児童会の3密が気になります市での指導不足 持病あるので感染避けたい。マスク嫌がる

自粛明け、授業のスピードが早すぎる 自宅にこもりきりになる

自宅学習を学校が評価してくれるのか 自分の子に関しては不安はありません。

自閉症で、病院通い。 受験のため県外に出たら、その後の対応は？

受験準備への不安 就職状況悪化により進学決意。学費の不安

修学旅行、運動会など出来ないことが困る 修学旅行や市中体無で精神的成長の場が無

宿題が多い事で子供達のストレスがひどい 塾に行かせる事にしたので、出費が増える
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塾に通わせたいが経済的に無理 女子の体調不良時の社会人からの声掛けな

将来的にオンライン授業ができる環境を整え 色々な経験が減るのではないか

真夏のマスク着用による熱中症 進学先を東京に希望している事

先生と折り合いが合わず、教室に行くことが 全てガマンの日常

大学進学の為の前準備がしにくい 長期の留守番、籠りがち、当たり前になって

登校拒否になってしまった 東京の大学に行っている子どもが心配です

特にない 特になし

特に困っていることはない 特に無し

特別なし 必要以上に、飲食物を購入する。

病院への通院制限がある事 不登校

不登校になり、困っている 部活が休みになり自律神経のバランスが悪く

部活が減ったので疲れからの体調不良がなく 部活行事中止による喪失感等。

風邪などの時に耳鼻科や内科を受診出来ない 物を買ってあげられない

閉園になったら預け先がほんとにない！ 保育園に預けられなくなった時どうするか

保育園児 無気力になってしまった

野外部活だが雨の日校内で密で部活してる 友人と遊ぶ機会が減った。

友達との交友関係 友達と遊べなくなった。

幼児なので感染対策が不十分 旅行に連れて行ってあげれない

喘息や病気あるのでコロナになると不安
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n=918,(件,％)データ

問９　子ども以外のことで、現在、困っていること、不安に
     感じていることは何ですか（複数選択）

　子ども以外のことで困っていること、不安に感じていることについて、「自分や家族が新型コロ

ナに感染すること」が７３．４％で最も高く、次いで「家計（支出の増加、収入の減少）が悪化する

こと」が７３．０％、「自分自身の健康不安や精神的ストレスが高まること」が５１．７％となってい

る。

　「その他」では、親（子どもの祖父母）に関することなどが挙げられている。

・子ども以外のことで困っていること、不安に感じていること

38.5%

73.0%

4.7%

73.4%

51.7%

6.1%

8.0%

5.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1 自分の仕事（失業・休業・在宅勤務など）に関わるこ

と

2 家計（支出の増加、収入の減少）が悪化すること

3 家事全般ができなくなること

4 自分や家族が新型コロナに感染すること

5 自分自身の健康不安や精神的ストレスが高まること

6 地域の人間関係・近所づきあいが悪化すること

7 不安や悩みの相談相手がいないこと

8 その他

1 自分の仕事（失業・休業・在宅勤務など）に関わること 353 38.5%

2 家計（支出の増加、収入の減少）が悪化すること 670 73.0%

3 家事全般ができなくなること 43 4.7%

4 自分や家族が新型コロナに感染すること 674 73.4%

5 自分自身の健康不安や精神的ストレスが高まること 475 51.7%

6 地域の人間関係・近所づきあいが悪化すること 56 6.1%

7 不安や悩みの相談相手がいないこと 73 8.0%

8 その他 50 5.4%
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その他の内容（20字以内）
10月以降の仕事があるか不安。 イベントがなくなった…。

コロナが広がると今後仕事に支障がでる どう考えても景気の悪化が見込まれる

なし マスクなどが高くなって家計にひびきます

もし、コロナにかかった時の仕事、生活費、 遠方にいる子供に会えない事

介護の仕事で県外の利用者家族との接触 介護現場での、ストレスが増えていること。

感染拡大 休めない家庭環境だが、休む必要がある場合

業務縮小で解雇などにならないか 県外の子供に会えない事

県外の友人に会いたい。 高校卒業後の学費。

国は国民を何だと思ってるのか怒りしかない 今の収入だと生活費も足りない

今は特にはありません。 今後業績が悪化した場合の自分の仕事

仕事の量が増えてストレスが半端ない 子供の勉強の遅れで進路の不安

自身が感染した場合の周囲への影響 自分が感染・入院した場合の子供の生活

自分が感染重症化したら子供の行き先がない 若いからこそ行動力、外界への好奇心の減退

受験期の　仕事先への対応をどうすべきか 職場にコロナを持ち込まないというストレス

色んな事で限界。負けたくないが限界。 親、親戚と同居で母子の貸付けが受けれない

親のこと 進学諦めるよう説得した

精神的にギリギリで仕事を続けられるか 接客業なので感染リスクが高い

祖父母(私の親)の負担が多くなる事 体調回復が見込めず先が見えず不安

大学で離れている子供も心配 特にない

特にないです。 特になし

特に無し 買い物中の他人のモラルの無さ

母の体調不良で子供を見てもらえないこと 要らぬ解除で感染拡大を新たに起こす事
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問10　新型コロナ前と比べて、あなたの１年後の生活の見
      通しをお答えください

　新型コロナの流行前と比べて、１年後の生活が良くなっているか、悪くなっているか、その見

通しを尋ねたところ、働く環境については、「どちらともいえない」と回答した者が６１．４％で最も

高く、「悪くなっていると思う」が３５．０％、「良くなっていると思う」が３．６％となっている。

　経済状態については「悪くなっていと思う」と回答した者が５８．１％で最も多く、「どちらともい

えない」が３９．３％、「良くなっていると思う」が２．６％となっている。

　子どもの学習環境については「どちらともいえない」と回答した者が５１．９％で最も多く、「悪く

なっていると思う」が４２．５％、「良くなっていると思う」が５．７％となっている。

　家庭生活全般については「どちらともいえない」と回答した者が６５．４％で最も多く、「悪くなっ

ていると思う」が３０．６％、「良くなっていると思う」が４．０％となっている。

（件）

（件）

3.6%

35.0%

61.4%

1 良くなっていると思う

2 悪くなっていると思う

3 どちらともいえない

・働く環境

2.6%

58.1%

39.3%

1 良くなっていると思う

2 悪くなっていると思う

3 どちらともいえない

・経済状態

1 良くなっていると思う 24

2 悪くなっていると思う 533

3 どちらともいえない 361

918

1 良くなっていると思う 33

2 悪くなっていると思う 321

3 どちらともいえない 564

918
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（件）

（件）

5.7%

42.5%51.9%

1 良くなっていると思う

2 悪くなっていると思う

3 どちらともいえない

・子どもの学習環境

4.0%

30.6%

65.4%

1 良くなっていると思う

2 悪くなっていると思う

3 どちらともいえない

・家庭生活全般

1 良くなっていると思う 52

2 悪くなっていると思う 390

3 どちらともいえない 476

918

1 良くなっていると思う 37

2 悪くなっていると思う 281

3 どちらともいえない 600

918
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○自由意見

その他、新型コロナの影響に関するご意見、ご提案などがありましたら、ご自由にお

書きください。

Ⅰ 概要

１ 集計結果

回答総数 ２４１件 （項目合計件数 ２４７件）

２ 主な項目

項 目 内 容 区 分 件 数

１ 就労について (1) 就業継続・リストラ不安 ９件

２６件 (2) 就職・再就職 ８件

(3) 失業 １件

(4) 労働条件・労働環境 ８件

２ 収入・支出について (1) 収支全般 ４件

２３件 (2) 収入減 ８件

（給与等 ４件）

（養育費 １件）

(3) 支出増 １１件

（食費・光熱費 ４件）

（衛生資材 ２件）

３ 経済支援について (1) 全般 １０件

７５件 (2) 給付金 ３４件

（ありがたい・助かった １４件）

（もらえない・平等に ６件）

（継続・充実を １４件）

(3) 減免・助成制度 ７件

(4) 高校生・大学生の世帯への支援 ６件

(5) 児童扶養手当制度 ７件

(6) 市町村独自支援 １１件
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項 目 内 容 区 分 件 数

４ 親の生活について (1) 自らの感染リスク ３件

１１件 (2) 精神的ストレス ４件

(3) 体調管理 ３件

(4) 生活支援情報 １件

５ 子どもの生活につい (1) 全般 ２件

て ３３件 (2) 子どもの預け先 １３件

（親感染時の子どもの預り ８件）

（保育所休園時の子どもの預り ４件）

(3) 放課後児童クラブ ３件

(4) 子どもの世話 ４件

(5) 精神的ストレス ７件

(6) 子どもの就労 ２件

(7) マスクの着用 ２件

６ 教育・学校生活につ (1) オンライン授業 １１件

いて ３２件 (2) 学習の遅れ ７件

(3) 登校渋り ２件

(4) 部活動・修学旅行 ３件

(5) 修学援助 ５件

(6) 感染防止対策 ４件

７ 新型コロナ対策につ ①全般 ７件

いて ３７件 ②感染防止対策 ３０件

（移動制限 ９件）

（ＰＣＲ検査等 ６件）

（マスク等 ４件）

（感染情報公開 ３件）

（危機意識 ２件）

（ソーシャルディスタンス ２件）

８ その他 １０件 １０件

計 ２４７件

注１ 各項目はそれぞれ関連が強いものであるが、主なポイントに着目して分類した。

注２ １つの回答で複数の項目に分かれる意見があったものは、それぞれに計上した。

そのため、各項目の合計件数は回答総数と一致しない。
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Ⅱ 項目ごとの内容

１ 就労について

(1) 就業継続・リストラ不安 ９件

・病院の事務員をしています。今のところは仕事がありますが、コロナの影響で病院の経営が厳しく

なっています。パート勤務ため今後も就労出来るのか不安です。

・コロナに対しての不安が無くならない。コロナで仕事の事が心配。生活今後出来るかが1番不安。

・非正規雇用なのでいつ解雇されるか不安。

・仕事に影響あると、生きていけない。

・先が好転するとは思えなく、不安ばかりの毎日です。仕事の業績悪化は続いています。解雇される

不安も拭えず継続したした支援をいただけるよう願うばかりです。

・この状況が続いて会社倒産したら仕事失い子供を食べさせていけるか不安

・また働けない状況下になった時、出来る限りの補助をして頂きたいです。

・休校などで仕事を休むのが多かったりするので、正社員ではないからいつリストラされるか不安で

す。家族や身近な人がコロナにかかったらと思うと絶望しか感じられないし、未来がないです。

・会社は自主退社を促すような動きになりました。夜、子供を預けて働けない人は辞めるしかないと

いう、遠回しなリストラです。今後の生活を考えると不安しかありません。

(2) 就職・再就職 ８件

・緊急雇用対策が必要。

・今は、失業中ですが、これから就職する予定です。

・契約社員として働いていて来年の1月いっぱいで契約満了なので就職活動をしなければいけないの

ですが、コロナの影響で離職者が増えているとこ事で自分が就職活動する時までに求人が増えてい

るか不安です。

・たまたま6月で期間満了退職となり、その後の求人がなく、やっと短期派遣につきましたが9月で終

わりなので、ひとり親なのに収入がなくなったらどうしようと不安で仕方がありません。短期派遣

でもいいので県や市で求人をだしてほしいです。

・今は給付金があるのでなんとかなりますが、今後コロナの影響が長引いたりまた休校になると就業

出来なくなり収入が無くなることが怖いです。

・母子家庭です。就活もしていますが毎回不採用。子供も7人と多く。生活費は国からの手当てだけ

です。コロナの影響で学校は休みになり食費が凄くかかり私自身糖尿病の持病があるのですが病院

に行って薬を貰うお金があるなら食費に回せると思うと病院にも行けてません。コロナの影響で困

ってるひとり親家庭は私以外にも沢山いると思います。今は夏休み。また、食費が、、、仕事が見つ

かればいいのですがなんの資格もないし本当になかなか見つからないのです。助けてください。

・世帯はそれぞれですが、自分の母方の親戚と同居しているため母子の貸付け支援が受けれないと言

われました。そもそも母と私と娘と転がり込んだ形なのに、これ以上迷惑かけれない状況であるの

に、今住んでいる所からも出れない状態でどうすればいいのか仕事も決まらないし死にたくなりま

す。

・コロナ直前に離婚し、収入を増やす方向で転職などを考えていたけれど、コロナの影響で転職する
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ことが不安です。収入が減るだけではなく増やさなければいけなかったのにそれが出来ず不安しか

ありません。

(3) 失業 １件

・失業までしてるのに、母子家庭手当てもでず高校生の学費や保険を払っていく余裕がない。

(4) 労働条件・労働環境 ８件

・コロナ対策の在宅やフレックスが社員のみで非正規は対象ではない等、会社が平等な対策をしない

事が不安。

・私の勤め先では新型コロナの影響で休校した場合、低学年の子供を持つ親に特別休暇などの対策が

出ていましたが、実際は休みを取らせてもらえませんでした。給付金や休暇などの対策が様々あっ

てもそもそも利用できない状況ということに納得がいきません。会社判断ではなく、国や県で確実

に利用できるようにしなければ、対策の意味がないと感じました。

・給料保証などの説明もなく こちらから聞いてもあいまいな説明です。

・会社によって対応は様々とは思うが、コロナに感染した場合の出勤停止期間の保障がないのが、不

安。

・飲食業です。毎日対策をしながら仕事をしています。今後の生活や仕事環境の変化についての不安

が常にあります。

・時給生活なので、最低賃金を上げて欲しい。収入と支出のバランスが悪い。

・飲食店に勤めていますが、休業するよう国や市から言われたわけじゃないのに独自でお客さんが入

店しないようにしたり営業時間を短くして以前より働けない状況が５月から続いたままです。事業

主の判断なので従うしかありませんが、このまま収入が減る一方では生活が苦しいです。

・万が一感染した場合、完治したとしても今の職場に戻れるのかが不安。仕事どころか噂が広まり今

の住居にさえ住めなくなる可能性もあると思う。仕事があるのは有難いが(エッセンシャルワーカ

ー)感染の危険があるのに100人以上の従業員がいる職場に出勤しなければいけないことへの、補填

が何も無い。

２ 収入・支出について ２３件

(1) 収支全般 ４件

・母子家庭免除から外れて、世の中コロナ感染で収入は減り出ていくお金は増えてとても生活出来る

状態ではない。

・今までもらった給付金だけでは家計がまわらない。

・農業の場合、前年の収入で生活するので前年の収入が少なくて生活が苦しくてもコロナの影響とは

言えないのが辛い。コロナ予防の為の支出は増えてるのに月々の給料ではないので申請などしづら

い、出来ない状況です。

・家賃 3ヶ月滞納してます。この先 不安しかないです。

(2) 収入減 ８件

（給与等 ４件）
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・自粛すると給料が減るので困る

・会社が需要減の為生産調整に入り、その影響で８月から休みが多いので、翌月から収入減になる。

・いくら正社員で働いていてもコロナで収入が減りこれがいつまで続くのかいつまで我慢しないとい

けないのかこの先の生活が不安です。

・収入はそれほど減っていないですが、本来であれば基本給が上がり、そこに残業代もつくはずだっ

たので、４月から予定していた収入からは大幅にダウンしています。進学費用に回す予定が狂って

しまいました。前年度の収入だけで見れば、それほど減っている様に見えなくても、そうした影響

も中には あることを知ってほしいです。

（養育費 １件）

・離婚した夫がタクシーの運転手をしています。コロナ前は希ですが養育費を渡されましたが、コロ

ナにより仕事が減り、この状況が落ち着くまでは養育費は望めなくなりました。

（その他 ３件）

・収入源がいつ無くなるか分からず不安です

・コロナの影響で収入が減ってしまったらと考えると子供が大学や専門校に進みたいとなった時の不

安が多い。そうでなくても高校卒業を目処に手当てが減るので。就職する子供だけではないし進学

をする子の方が増えているのでコロナに関係なくその辺の配慮も考えていただけるとありがたいで

す。

・今は収入が減ることはないが、営業職なのでこれから収入が減ると思われます。先のことを考える

と不安しかありません。

(3) 支出増 １１件

（光熱費・食費 ４件）

・光熱費が増えているが、収入が減ったので補助金を希望します。

・子供が家にいるので光熱費がかさむのがキツイ。二年前に転職していて、コロナ前後での変わりは

ない所に勤務していたことが幸いした。ただ受験生がいるのにマスクが手に入らず(高額)なので手

作りし、使っている。

・普段は仕事や学校で家にいないのに、コロナで2ヶ月ずっと家にいたので、暖房費や食費がかなり

増えて出費が凄かった。

・食品等高くなり、出費が増えている。

（衛生資材 ２件）

・除菌スプレー等々が高すぎるので家計が生活暮らしが苦しくなっている。

・マスクが市販になく、ネットの高額な物を購入するしかなかったためかなり支出が増えた。収入に

変わりはなく、家計はかなり厳しい状況。

（その他 ５件）

・収入は変わらなくても外出自粛等で家にいる事が増えると支出が増えているように思います。

・出費だけが増えてます。

・基本給が減ったわけではないが支出が増え、ボーナスやイベントの手伝い等見込んでいた収入も無

くなり、収入が減少した証明書はありませんが実質収入は減少しています。苦しいのは自分だけで

はないとわかっていますが、正直辛いです。
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・とにかく出費が多くて家計が頻拍しています。

・収入は減らなくても支出がスゴイ増えたので保証してほしい。

３ 経済支援について ７５件

(1) 全般 １０件

・ベーシックインカムを検討してください

・困ってる ひとり親に支援お願いします。中には祖父祖母に預けて自由に過ごしてるひとり親家庭

があったり、偽装離婚してるひとり親もいます。世帯収入や非課税世帯に絞るなどした方がいいと

思います。これじゃ、何のためのひとり親支援なのかわかりません。

・もう生活が苦しいです

・母子家庭 父子家庭への経済的特別支援を望んでいます。

・経済が、いつ回復するか分からない状況の為、経済的な補償をもっと充実させて頂きたい。

・ひとり親のコロナでの支援は地域により支援格差がある。給付金だせないのならあきらめるが、高

校生、大学生の給付金はあるがひとり親はない。 給与はかわっていないが休校により食費が増え、

学童への送迎等で出費は増えてはいる。休校による学校行事の移行などで、平日の休暇をとらざる

おえないが、今後またコロナの影響による休校などがあると、金銭的にも余裕がなく仕事継続する

ことにも不安がつきない。

・正社員というだけで、生活はギリギリなのに、税金も納めてない人にばかり保証が手厚いのが辛い。

・10万円支給で、仕事に支障がなく子どもが多い家庭に数十万支給され、引越し費用ができた、家電

買い換えた、借金返済できたと多々耳にしました。独身で職を失った人は家賃と携帯代と光熱費で

10万消えた…食費もないし明日からどうやって生きていこう…って人もいます。年金や生活保護受

給者は職を失ったわけでもなく、赤ちゃんから義務教育の子ども同様で、税金の無駄遣いだと思い

ます。あれほど多くの政治家がいて、もっとましな使い道を、もっと困っている人を助ける術を考

えられなかったのか、一国民とで恥ずかしく思います。

・他県に比べて支援が遅い、見通しが甘い

・失業までしてるのに、母子家庭手当てもでず高校生の学費や保険を払っていく余裕がない。

(2) 給付金 ３４件

（ありがたい・助かった １４件）

・一時金の追加給付はとても心強かった。

・私はひとり親になったばかりで、この先々が不安です。幸い私の地域には感染者が出ていないです

が、仕事や生活に支障が出ていることは確かで先々が不安な毎日です。そんななか、このように給

付金があることはすごくありがたいです。感謝しています。

・コロナの影響で失業したり、または仕事ができなくなったり、お金の面が不安です。今回のように

申請しなくても給付してくれるシステムはありがたいです。子供の預け先の料金の支援もあると助

かります。

・母子家庭、育児世帯に給付金はありがたかった。引き続き、お願いします。

・手当てはありがたかったです。ありがとうございました。

・一人親世帯臨時特別給付金が支給していただける事がとてもありがたく、接客業ではないものの少
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なからず不安があるので助かります。

・収入が多少減った上に、出費が増えたので家計が赤字です。収入が減った事だけを見るのではなく、

出費も見てほしいです。なので、10万円は助かりました！

・一時的な補助は助かるが、まだコロナは収まったわけではないので、まだまだ厳しい状況には変わ

りない。

・留守番させるために子供にかかる出費が増え不安だったので手当があり助かりました

・仕事は休日が増え、収入が減ってしまい貯金を切り崩しながらの生活が続いています。ひとり親世

帯臨時給付金、とてもありがたく思います。

・給付金、大変助かりました。ありがとうございました。

・臨時給付等助かります。ありがとうございます。

・給付金はとても助かりました。小学生には児童手当の増額などあったが、高校生や自宅通学の大学

生は補償がなくて残念です。

・臨時給付が本当にありがたいです。感謝しかありません。

（もらえない・平等に ６件）

・同居の家族の収入により、所得制限額を超えるのでひとり親家庭の給付金がもらえない。自分の収

入が高いわけではないので、配慮してもらいたい。

・リモートワークや休業にはなっておらず収入は変わらないが、食費や光熱費、衛生用品、室内遊び

や家庭学習用品の購入など出費が大幅に増えました。収入は変わらないため給付金なども受けられ

ません。感染者の少ない青森県内ではこのような家庭は多いかと思います。

・収入が減った世帯に5万追加。これはおかしいと思う。平等にするべき。

・児童扶養手当が所得で停止の為、更に働かないと暮らしたいけないのに、給付金はでない。データ

でしか見ないお役所の仕事だなと感じる。ひとり親は死ねばいんだろーか

・県のひとり親臨時特別給付などは扶養手当受給、受給資格無しに関わらず、ひとり親世帯に給付し

てほしい。また単発じゃない給付もあればいい

・一人親臨時給付金を収入、関係なく給付してほしかったです。好きで一人親になったわけじゃない

のに、収入だけみられて悔しいです。他の家庭のように、子供にお金を使ってあげたいです。弘前

市しかわかりませんが、一人親にとって弘前はとても、いろいろな面で住みにくいと思います。県

外を見習ってほしいです。

（継続・充実を １４件）

・金銭面での補助を充実させて欲しい。ひとり親家庭なので仕事する時間が少なめだと直で家計にダ

メージが来ます。他の市区町村では独自の補助があるのに弘前市は何もありません。イベント事を

復活させるより、市民の生活を第1に考えて頂きたいです。ひとり親家庭は働く人が1人なのでどこ

のひとり親家庭もコロナでかなりの影響を受けてるはずです。

・一回だけ給付されても、継続的に苦しい家には足りない。継続的に救済していただきたい

・仕事は再開しましたが、いつまた休業になるかわかりません。子供にかかるお金もますます増えて

いる状況ナノで収入面で不安です。1人親ばかり支援されてと批判もありますが実際ひとり親家庭

は大変です。不況には弱いです。国からもっと助けて欲しいです。

・定額給付金をもう一度支給してほしいです。とても生活できません。

・ひとり親家庭への助成金お願いいたします。食費、光熱費、衛生用品で出費がかさんでおります。

罹患した際の受診料子供の預け先など考えると不安で仕方ありません。
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・1回限りの給付金だとこの先厳しいです！

・ひとり親世帯前臨時特別給付金はありがたいと思います。しかしそれではとてもとても足りません。

児童扶養手当にしても、第二子加算が１人分の倍ならともかく、全部支給で第二子10,190円は少な

すぎだと思います。とても苦しい経済状況です。その分仕事を増やしても手当てが削られ、税金が

かかり働いても働いても経済状況は苦しいです。児童扶養手当の第二子加算が1人分の金額であれ

ばいいのにと思います。なんとかお願い致します。

・県でも母子世帯に対して給付金を出して欲しい

・扶養手当の追加給付ですが、今現在は変わらないのですが、今後の給料が減ると職場からありまし

た。今後の給料に影響が出るため、再度追加給付してほしいです。

・今回のひとり親への支給は大変ありがたく感謝の気持ちですが、一時的な金銭支給ではその場しの

ぎにしかなりません。幸い収入は激減していませんが、今後どうなるか見通しは立たず、これから

中学高校と教育にどんどんお金がかかるので不安しかありません。継続的な支援を検討していただ

きたいです。また在宅ワークとなったため、子供と過ごす時間は増えましたが、イライラする時間

も増えました。お互いの精神状態も不安です。

・今後も持続的なひとり親家庭への給付金をお願いします。

・フルタイムで働いていても稼ぐ金額には限度があるのでもう少し助成金額を増やしてほしいです

・給付金を少しでもいいから国が出してほしい

・まだまだ続くであろうコロナの流行を考えると、一時的なものではなく継続的な支援を期待したい

ものです。

(3) 減免・助成制度 ７件

・休校中の学童を控えた場合の減額や免除。

・水道料金ナシとか嬉しかったです！

・昼の給料だけだと生活が厳しく、副業(スナック)で週2、3バイトしてました。それが今は週 1回バ

イトに出れるか出れないかの状況で生活はかなり厳しいです。こども手当て、扶養手当貰えてるか

らいいよねと言われますが、それも生活費に当てているので、貯金なんてありません。子供が中学

生になり部活も始まり部活で必要な物なども買わないといけないし、毎日生活費などの不安しかあ

りません。国保も滞納しており、3ヶ月支払えてない状況です。せめて国保をいくらか免除しても

らえないでしょうか....この先どうしたらいいのかわかりません。

・冬が来ると光熱費に灯油代がかさばる。この出費がとても痛いです。今年の冬は灯油代の補助金が

あったら助かると思います。

・とにかく米の消費量が増えました。食べ盛りの子供がいる家庭には主食の配給があると全然違いま

す。

・子供だけではなく母親の医療費控除も全額免除にして欲しい。

・生活保護の申請に関して。コロナの影響で失業となり、生活保護を受ける場合は車の所有を認めて

ほしいです。関東などの公共交通機関が整備されている地域ならまだしも、青森は公共交通機関の

整備が整っていないので、今後、生活する上でも就職活動をする上でも大変な支障があります。な

んとかならないでしょうか？
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(4) 高校生・大学生の世帯への支援 ６件

・高校生の子供がいる家庭への支援がなくて辛い。義務教育ではないが、ほぼ義務教育のようなこの

ご時世で支援がなされないことにがっかりした。

・高校生になると子ども手当てがなくなるが、お金がかかる時期のフォローがもっとあってもいいと

思う。

・お金のかかる高校生への支援を充実させて欲しい。

・仕事はコストカットで残業不可になり、生活は苦しくなる一方です。子供は大学進学を希望してい

ますがコロナ禍で収入が増える見込みはなく経済的に厳しく、不安しかないです。実際にお金がか

かるのは高校生以上の子供です。学生であれば18歳以上でも手当の支給を頂けないでしょうか。

・給付金をもっと増やして、生活を助けて欲しい。一人親は無職になったら、年齢も関係すると仕事

に就くのも大変で、収入に安定がない。子供の授業料も払えなくなる。そしたら専門学校とかも退

学しなきゃならなくなり理不尽。一人親の支援は18才までじゃなく、高校卒業後も学問にたずさわ

ってたら支援をして欲しいです。

・ひとり親家庭への子供が大学生までの支援を。

(5) 児童扶養手当制度 ７件

・父子家庭にも、手当等増やしてください。

・母子家庭での上限が低すぎて、フルタイムで頑張ると手当が支給されないので生活できない。

・親と同居のため児童扶養手当 全額カットされています。同居しているからといっても世帯は別な

のに 親の収入も見られて 手当が貰えなくなるのに不満です。 今回の給付金も貰うことができな

く、であれば 別に暮らした方が生活に余裕がでるのではないかと考えています。親の援助を受け

ているわけでもないので こういった給付金もだけでも 免除してもらいたかったです。

・児童扶養手当て倍増法案を可決してほしい。一人親を助けてほしかった。

・母子家庭で3人の子供を育てています。養育費は支払ってもらえません。しかし所得制限のため、

ひとり親の手当てはもらえず。しかし高校生2人、しかも下宿をさせながらの生活はとても大変で、

お金を借りながらやっと1人卒業させました。所得だけ見るのではなく、生活全体を見て欲しいで

す。よろしくお願いします。

・貯金がある前提の質問に疑問。毎月ギリギリ。働いても働いても苦しい。同じ母子家庭でも、ここ

まで違うか？っていう生活レベルなのに満額支給。おかしい。

・同居親の限度額超え手当停止の為、親の負担が増。

(6) 市町村独自支援 １１件

・△△市や◇◇市はひとり親に国とは別に給付金をしたが××市は給付金や図書カードの配布などは

ないのでしょうか

・××市では まったく ひとり親に対する支援がなさすぎる。市独自の 給付やギフト券配布 食材

無料提供が コロナ自粛中に 欲しかった

・○○ですが現在も休業中で、収入も五万円程減っています。母子家庭の五万円はとても大きいです。

いつまで休業状態が続くのかとても不安です。○○も何か支援や助成を行って欲しいです。収入は

減っても小学六年生の子供の卒業積み立て費と修学旅行費の徴収が合わせて10万円です。払えませ
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ん。

・同じ青森県内でも○○市は子育て世帯に対するコロナ支援が全くありません。産まれも 育ちも○

○市で「○○」を誇りに思っていましたが今回の有事を目の当たりにしとても残念で仕方ありませ

ん。ここでこのような意見を述べても仕方ないと思いますがどこへ発信したらよいか分からず、書

かせて頂きました。ぜひ○○市へこの声を届けていただきたいです。

・○○市…… 貸付制度が沢山あるが何の役にも立たない。窓口をたらい回しされ、時間の無駄にし

か無い。

・○○はひとり親に対しての支援をまったく考えてくれていない。収入が変わらなくても、休校が続

き出費は増えて子供にあまり食べないでなんて言えるわけないし、ちょっとしたことで今は虐待と

言われてしまう。だから自分が１日一食ですごします。もっとひとり親に支援をお願いいたします。

・市町村ごとにひとり親への対策がされている中、○○市は現状なにも動きがありません。県で一括

の方針をとるわけにはいかないのでしょうか。

・他県の自治体と比べてもしょうがないですが、子育て世帯への手助けがもっとあったら助かるのに

と思います。

・ほかの市区町村に比べて独自の臨時給付金がない。

・市区町村など独自で給付金がおこなわれてるのに不満があります。貰っていない市区町村の人達は、

平等と言えないと思ってます。必ずどの家庭も平等に給付金が貰えないとおかしいと思ってま す。

対策お願いしたいです。

・他県、市では、ひとり親への特別給付金を国と別で支援していますが無いのでしょうか？検討お願

いします。

（注）具体的な市町村名の表記は割愛した。

４ 親の生活について １１件

(1) 自らの感染リスク ３件

・職場が医療現場ということで、偏見・差別を経験した。相次ぐ行事の中止が可哀想だった。仕事も

感染リスクが急に上がったので、もし自分が感染したらと思うと心が折れそうだった。でも、わか

ってくれる人がいなくて辛かった。

・母子二人で生活していると、どちらかが感染重症化した時には買い物も行けず、仕事も出来ず、預

かり先もなくなります。感染する事への恐怖がより強く感じます。不安が強いです。

・我が家は母子家庭で同居の父の介護もありコロナに私が感染した場合、家事など家庭の事をお願い

出来る親族や友達も居ないのでその状況になった時にどの様な生活をしたらいいのか、使える施設

等があるのか、詳しい情報が欲しいです。

(2) 精神的ストレス ４件

・仕事に行くことで精神的ストレスが少なくて済んだのに､自宅待機日が多くなり､ストレスで食事な

どの必要最低限以外は部屋にこもりがちになった。（母子ともに）

・問6八つ当たりすることなど元々ない。母子家庭の親は子どもに八つ当たりするなどという変な偏

見を持たないで欲しい。

・自粛期間ストレスは溜まりますがお金は減る一方です。気が狂いそうです。子供に怒りやすくなり
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ました。

・過度に不安を煽るような報道等は見聞きしたくありません。コロナ、感染、濃厚接触などの言葉自

体にストレスを感じるので、あまりニュースを見ないようにしました。同じような方はいらっしゃ

るのか分かりませんが、まずは少しでも生活の不安を取り除くための事業を第一に、心のケアも必

要ではないかと感じております。

(3) 体調管理 ３件

・稼ぎたい気持ちはさておき、体調維持優先にしばらく生活形態を変える必要が有りそう。

・糖尿病なので感染者が出たらあまり出勤したくないけど、働かないと給料こないし子供たちを養っ

ていけない。保育園などから微熱で電話されるので仕事にならない。

・医療現場、介護現場の状況を、もっと現実的な目線で考えて欲しいです。コロナだから、ステイホ

ームとは、ならないので。逆に仕事が、増えて精神的疲労感が、半端ないです。

(4) 生活支援情報 １件

・新聞などで、母子家庭などへ食品を支給しているのをみるが、どうしたら頂けるのかわからない。

どのようにして、その情報を得られるのか…

５ 子どもの生活について ３３件

(1) 全般 ２件

・子供への支援が必要

・保育園のコロナに対するガイドラインが知りたい。園に行事がなどどうするか任せてると思うので

すが極端に他の園と違いすぎて保護者の不満も溜まっているのでどうにかしてほしい。介護施設に

いる祖母に会えないので数分でいいので会えるようにしてほしい。高齢なのでこのまま会えないま

まになりそうで悲しいです。

(2) 子どもの預け先 １３件

・預ける人、場所がない人は本当に困りました。収入が減るのを覚悟で仕事を休まなきゃいけない。

・子供をみてくれる環境をもっと充実させてほしいです。(母子で預かってもらえる人がいない為)

（親感染時の子どもの預り ７件）

・親が感染し隔離となった場合、子供の世話をする人がいない。入院費用もない。とにかく不安しか

ありません。

・もし自分がコロナにかかってしまった場合、子供の面倒をみてくれる施設などあるのか知りたいで

す。

・2人暮らしだからコロナ感染したら本当に不安。マスクや消毒手洗い徹底的にやってるが、経済的

にかなり厳しくなってきた。でも感染して自宅待機で死にたくないし、親が陽性で子が陰性ならど

うなるのかの情報もないし、とにかく不安。

・ひとり親の方がウィルスに感染した場合、子供の生活は、どうなるのでしょうか？身内が居ればお

願い出来るかもしれませんが、居ない場合どうしたら良いのか不安。また、子供や家族が感染した

場合、子供がイジメにあうのではないかと心配と不安でいっぱいです。
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・親が感染した場合の子どもの預け先や、検査や治療費などの情報が欲しいです。

・ひとり親で、親が感染又は濃厚接触者になった場合、子のその後が心配

・私が感染したら娘の世話と娘の進路が凄く心配です。

（保育所休園時の子どもの預り ４件）

・もし保育園が休園になったら、幼い子どもを預ける所がない。仕事を休むと家計が苦しくなる。も

し私が感染してしまったら、子ども達はどうしたらいいのか不安でいっぱいだ。

・医療職なので今はコロナも増えてないので保育園に預けることが出来ていますが、もし、コロナが

増えて保育園で預かってもらえなくなったり、制限がかかることになると周りの負担が多くなって

しまうので大丈夫かな、どうなるんだろうと先が見えない不安があります。今後、コロナが終息す

る方向になってくれればいいですが。

・いつまで続くか分からないので、八戸でも流行ってしまった時、保育園に子供を預けられなくなっ

た事を想定すると、非常に困るなと思っています。そしてコロナ対策の物が地味に家計の負担にな

ってるのは確かですね。公園で遊んでいたら近所のおじさんに公園て遊んでる子が居ると通報され

た事もありました。お巡りさんは様子見てすぐかえりましたが…生活自体しにくいなぁと感じて居

ます。

・保育園等でコロナ感染があるともちろん閉鎖や休園するとおもいますがその時に見てくれる人がい

ないと、仕事にいけなくなったりした場合支援金等はでるのか

(3) 放課後児童クラブ ３件

・学童保育は、預ける時間も増えて、負担額も増えている。仕事の関係で、無認可のところに預けて

いるので、料金も高い。勉強は、あまり、みてくれない。

・コロナに怯えて過ごしています。休日も怖くて子供を遊びに連れて行く事ができません。家に引き

こもってるのでストレスもお互い溜まるし、光熱費も上がり食費も上がり給料は減り困ってしまい

ます。この状況下で児童会の３密状況を役所の方で把握してもらい改善して頂きたく思い回答しま

す。向かい、隣の人とみっちみちにくっつき、問題集も開けず折り合わせしなければいけないそう

です。狭すぎて足も伸ばせず正座。クラスターおきてからでは遅すぎます。学校なので部屋はある

はずなのになぜですか？今この状況なので改善お願いしたいです。

・児童会の3密改善。

(4) 子どもの世話 ４件

・医療的ケア児の母親です。病院からアルコール綿などが出なくなり、出費が凄いのです。又、コロ

ナの影響で訪問看護を、入れられなかったり、感染を防ぐために放課後デイサービスセンターを休

ませなくてはならなくて、何ヶ月も24時間、医療的ケア児の監護をしています。倒れそうです。な

ぜ、デイサービスも休まなければならないのか、それは感染した助からない確率のリスクが高いと

宣告されているからです。世の中が動いてコロナが動くと、こちらは閉じこもるしかないのです。

預貯金はゼロ。来年生きているのか不安です。

・仕事は出来ているが、また緊急事態宣言 が出たら今よりもっと厳しい対策がなされ児童館の利用

にも影響が出て来るかもしれない。お弁当を作るのも出費が半端無い!その場合、休校になったぶ

んの給食を提供して欲しい。お金は払うので、お弁当を作る!この作業が一回でも無くななるのは
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有難いため。

・学校は休みでも給食だけでも食べられる工夫が欲しい。飲食店の協力を得るなど。

・医療機関に勤務しております。学校が休みの間は子供を１人アパートに残し仕事に行きました。心

配でした。

(5) 精神的ストレス ７件

・仕事に行くことで精神的ストレスが少なくて済んだのに､自宅待機日が多くなり､ストレスで食事な

どの必要最低限以外は部屋にこもりがちになった。（母子ともに）

・子供たちが情緒不安定になり、勤務時間を減らしてもらったが、マスクやアルコール等出費は増え

ている。

・子供が家にいることで、光熱費、食費が増えるのは当たり前のことですが、子供だけでの留守番が

増える為、色々な危険も増えている事も理解していただきたい。その中でも、片親なので働くしか

ない精神面は、どれだけ厳しいものか。未来の子供達の為に、子供達の精神面、ストレスケア、学

習面はとても重要になってくると思います。

・感染におびえた毎日でした。学校が始まっても気に掛かることが多く、私の不安が子供に影響した

のでしょうか。不登校になり心配な毎日ですが、休んで見守る事もできず、子供が可哀想でなりま

せん。

・子供たちが我慢していることを何かのイベントで解消して欲しい。花火とかねぶたの代わりになる

ものなど

・外出する機会が減りました。感染させたくないし、でも、子供に楽しみを与えてあげたいし、悩み

ます。

・自粛に力を入れるあまり、自宅でのオンラインゲームの時間が多くなり、規制解除後も、全く外遊

びをしなくなってしまった。市民向けのイベントも、段々に増やしてもらえれば、また外出する機

会も増え、散歩をしたり、運動もしたくなるのでは？と期待しています。

(6) 子どもの就労 ２件

・とにかくこれからの世の中がどうなっていってしまうのか、不安です。長男の就職も控えているの

で、さらに不安です。

・長男が愛護手帳持ってて、福祉事業所で働いてます。コロナの影響で事業所辞めてるところがある

と聞いてます…。 今のところは大丈夫だと聞いてますが、長男が頑張ってるので働く場所がなく

ならないか、心配です。

(7) マスクの着用 ２件

・夏の子供のマスク。学校で絶対外すなと言われるらしいが、暑い。苦しいと。

・可能であれば、小・中学生に冷感または使い捨てマスクの配布をして欲しいです。

６ 教育・学校生活について ３２件

(1) オンライン授業 １１件

・貧困家庭ではオンライン学習など無理。学習する環境がなければ貧困の連鎖が続いてしまう。全て
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の子どもが平等に学習する機会を与えられるような整備が必要。

・ネット学習などの利用が言われてるがネットを整えるお金が無い。毎月WiFi代も払えないし子供に

タブレットを買うお金も無い。

・子供のリモート授業は意味無いと思う。

・リモート授業は親子共に意味が無いと感じています。また、フルタイムで仕事をしており、リモー

ト授業のためにスマホやタブレットを渡さなければならず、子供のスマホ環境をコントロール出来

なくなりました。授業をやればいい、という印象です。

・遠隔授業のためにWi-Fi・タブレットを購入しました。購入金も痛手でしたが、通信環境を設定す

るのも大仕事でした。

・オンライン授業を無理してやっているような気がします。学校での感染がなければ、夏休みや冬休

みを無くして学校での授業をやるべきだと思う。市町村によって対応が違うので、学力の差がでる

のではないかと心配です。

・リモートが早く、質問できず、受験生としての状況が、大変

・学校のオンライン授業がいつでも出来る環境を整えて欲しい。

・公立校でも、環境が整っていない家庭にはタブレット等を貸与するなどしてオンライン授業を受け

られる様に取り組んで欲しいです。一度体制を作っておけばコロナ以外の災害時にも活用できてい

いと思います。

・学校のオンライン授業が対応できる様に準備をして欲しい。

・リモート授業の環境整備を急いでほしい。不登校の子どもや、学級閉鎖時の対応にも役に立ちます。

給付金はありがたいですか、正直足りません。勤め先が休業することも考えられるので、今後の生

活がとても心配です。

(2) 学習の遅れ ７件

・子供が最終学年なので、休校中は学習の遅れが心配だった。相次ぐ行事の中止が可哀想だった。

・授業がどんどん遅れ高校や社会人になるころに子供に大きな影響が出そうな感じがする事も不安。

子供、大人一緒に社会に貢献し金銭的な面でも生活出来る世の中になればいいなと思います。

・子供の勉強の遅れで受験の不安塾に通わせるにしろお金の不安

・ひとり親で他の世帯より収入が低いので、普段から子供に塾等お金をかけてやれず、今回のコロナ

の影響でまた勉強が遅れると思っています。私の働く時間は変わらずで勉強を見てやる事ご出来ま

せん。コロナに関わらず、子供の学習面での格差が無いようサポート出来る社会にしてほしいと思

っています。格差のせいで間口が狭くなり学びたい子も学べない社会。素晴らしい人材が居ても格

差で勉強が出来ない子がいる事をわかってほしいです。

・子供の大学受験がどうなるのか、不安

・受験生に数々の行事がなくなりつらいと思うのでその分 休日にでもボランティアさんにでも勉強

面で支援があればありがたいです

・家庭学習が大事と言われても、塾にも行けず勉強がわからない子はどうすればいいのでしょうか？

(3) 不登校・登校渋り ２件

・コロナが増え続けると家計にも響くのと、今後コロナ増えまた緊急事態宣言でて学校休みになると、
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学校にも行きたくなくなったりもある、緊急事態宣言だすなら夏休み中とかにでるならまだ気持ち

変わらないけど平日とかに出されるとかなり困る

・子供が二人ともコロナ後不登校になって困っている。

(4) 部活動・修学旅行 ３件

・今年、他県に修学旅行の子がいるので不安です。

・子供が部活が出来なく、３年間頑張って来た事を発揮できる機会を失ってしまいました。諦める姿

勢になり、意欲が低下したように思えます。大会に変わる何かがあれば良かったのですが難しいも

のですね。

・野外部活ですが、学校が密をさける為、校内での部活はしないと言っていたのに、まあいいか、と、

そうゆう感覚で活動させている。きちんとしてほしい

(5) 就学援助 ５件

・就学援助制度を高校卒業までにしてほしい。部活動にもそのような制度があればよいと思う。

・来年中学生になるが準備資金が不安

・ひとり親としてはとにかく学費が大変です。

・現在高校生ですが。これから大学進学が当たり前になってるみたいで.進学にかかる費用がない状

態。

・こどもが高校生になると、色々、補助がとまるけど、高校生もお金はかかります。お金のない家庭

は学校にもいけないのですか？進学しちゃだめなんですか？

(6) 感染防止対策 ４件

・学校ごとに参観日実施についてなど、差がある。職業柄医療従事者や福祉施設の方々と話をする

が、学校の感染対策は本当に万全なのか疑問が残る。もちろん教職員の方々は、感染対策をしなが

ら子供達のためにがんばってくれてると思う。しかし他県でも学校でのクラスターが発生している

今、県全体でもう少し学校、幼稚園、保育園の感染対策(感染者がいたとしても、クラスター化さ

せない対策)のルールを策定していただきたい。市内の小・中学校が休みでも高校生の兄弟が活動

しているのであれば、そこから感染が広がる可能性もあるため、不安だ。

・まだまだ続くと思いますので、学校の感染防止の環境を整えていただければ、安心できます。

・緊急事態宣言が出て解除されるまで、校長が一度もマスクをしませんでした。県から教育委員会を

通じマスク着用の通達を出して欲しかったです。本当に本当に毎日心配でした。

・子どもたちの感染防止に全力を尽くして欲しい。国は子どもを守ってくれないので登校選択制、オ

ンライン授業などの導入を県独自で進めて欲しい。

７ 新型コロナ対策について ３７件

(1) 全般 ７件

・コロナでの暗い話題は中央にお任せして頂きコロナ時代の今、人口が少ないからこそ出来る事、都

会とは違った楽しさを発信して欲しいです。

・全国レベルではなく、青森県独自の方針を見いだして欲しいです。青森県民として恥ずかしくない
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行動をとります。思いやりをもって、県民一丸となってコロナ撲滅、頑張りましょう。

・経済を回すことも大事ですが、一番大事なのは人命なので、そのために抑制をかけてあげることは

必要だと思う。抑制がないなら大丈夫と思ってる人が絶対いるから。それでも経済を回したいなら、

人命を守りながら経済を回す方法を考えて欲しい。

・正直過敏になりすぎていると思う。

・早くおさまってほしいです。

・感染は確かに怖いですが、何でもかんでもに神経質になりすぎも、どうなのかと思います。

・コロナ禍で会社の方針もスピードを持って変化している中で、今後自分がそのスピードに付いてい

けるのかや、漠然とした今後の世の中への不安もあり、以前より気持ちが前向きになれません。た

だただ不安です。

(2) 感染防止対策 ３０件

・施設の利用禁止を図るより、予防対策をして利用できるようになることを願います

・他県で、第二波世界中が、コロナに感染すると思う。勿論日本も

・青森県に感染が広がる前に早め早めの対応でお願いしたいです

・新型コロナ感染者が県内にこれ以上増えないで欲しいです。

（移動制限 ９件）

・ちゃんと落ち着くまで県をまたいでの移動はやめるべき。

・GOTOキャンペーンは延期すべき。

・基地との情報交換や、基地へ情報公開を要請して欲しい。外人が凄く出歩いているのが怖い。

・県外からくる人の事で不安を感じる

・他県からの出入りが多くなって来て毎日不安でたまりません

・連休になると、青森への観光客、帰省している方が多いように思います。青森県民だけが自粛して

いても、他県から入って来ると意味がないような気がします。家は3人喘息なので、本当に不安で

す。

・お盆の帰省客からのコロナ感染拡大が不安です。

・コロナが落ち着くまで旅行などは控えるべきだと思います。

・休業・休校要請やマスク配布またＧＯＴＯキャンペ―ンなど全国一斉の対策をみると、首都圏と地

方では感染率でもかなりのズレを感じてしまうので、地域の状況に合わせた対策をよろしくお願い

します。

（ＰＣＲ検査等 ６件）

・全員のPCR検査をしていただきたい

・コロナウイルス検査を実行する条件を知りたいです。(検査しなかったなら、なぜしないのか、と

言う理由がしりたいです。)

・県境、交通機関の前後のPCR検査をし、コロナが広まっていない地域の規制を緩和して欲しい。青

森県でも、対コロナの医療体制を整えて欲しい。

・PCR検査をもう少し進んで行って欲しい。凄く咳をしていて熱もあったりで不安の中ずっと経過観

察をってよりは、早めに対処して欲しいです。安心感がない。検査して陰性です。の方が安心でき

る。安心できる暮らしをお願いしたい。
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・潜伏期間が長いのに、1度のPCR検査で感染してないと決定するのは不安

・ワクチンが開発されたら、予防接種券等の助成制度で小さな子供と、高齢者が無償でワクチン投与

出来れば良いなと思います。全市民が無償で受けれれば、一番良いのですが…

（マスク等 ４件）

・不織布マスクを１ヶ月に1回の割合で配って欲しい。

・新型コロナの影響で病院への受診を躊躇してしまう事が多々あります。マスク着用により、熱中症

の症状も以前よりもツラく感じる事があります。

・マスクや手指衛生用品などの支給があれば助かる

・万が一感染した際、かかるお金、残った子供の世話。予防したくても用品が品不足で買えない。

（感染情報公開 ３件）

・新型コロナにかかると、年齢や職業、職場まで発表されますが、そうなると今の環境で働けなくな

ると思います。個人が特定されないようにお願いしたいです。

・万が一にもコロナに感染することがあっても、感染者に対する誹謗中傷がないような対策をして欲

しいと思います

・感染された方がどこの地区などもっと情報を詳しく知りたい。

（危機意識 ２件）

・生活に必要な施設利用は可、娯楽のみや最低限のルールを守れない施設利用は否と線引きが必要。

それに伴う保障はやむを得ずだが、全てに置いて最低限のルールや線引きは必要かと思います。賛

否両論は常。予防と拡大防止は地方に寄って相違しても仕方ない。中央に合わせていては生活を守

れない。もっと各々が危機感を持つべき。安易な考えと行動、言動が結果を左右してしまいます。

それぞれが出来る事をし、皆が協力しなくては乗り越えられないと感じます。

・医者が東京へ行ってコロナに感染する等、危機意識が低くてがっかり

（ソーシャルディスタンス ２件）

・弘前市内は、モラルが無く、ソーシャルディスタンスが守られていないことが多い。自分は感染し

たく無いので、意識していても、他者がモラルのない行動をしている為、恐ろしい。

・ソーシャルディスタンスを守ってない人が多いです。

８ その他 １０件

・具体的な対策が見えづらい、言語化しっかりしてほしい。

・すべて困っている

・頑張って。

・非常に辛い

・なんだかんだひとり親家庭は、厳しいと思います

・みんな早めの支援が必要だと思います

・先行きが不安でしか無い。

・支援が足りない

・青森県の母子父子給与形態の見直し、その際不正確認は徹底する。他は県境の規制を考えた方がい

い

・無い


