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1） とにかく、生活費や今後雇用してもらえる確率が今回のでまた、厳しい状況かと思います。不安し

かありません。 

2） 祖父母に預けて仕事をしていますが、祖父母に育児をさせるという負担がかかってしまっている。

勉強面や遊びに関しては、特に心配はない。学校が休みの間に受験用の勉強が出来るチャンスだと子

供達と話をしています。塾での動画配信や普段、学校に行っている間に出来なかった勉強や気になっ

ていることを調べる時間に充てています。運動は庭で縄跳びの練習やランニングをさせています。水

泳教室は普段通り使えるので助かっています。 

3） 中高生に、家でじっとしていろというのは無理な話。特に私の住む県ではまだ出ておらず、そこま

でする必要があったのか、インフルエンザ対策と同様でよかったのではないか、といった不満がある。

あと、何もかもが後手後手で、時すでに遅しの感は否めない。どなたかもおっしゃってたけど、「休校」

をさせるのであれば、まずは、「休業」そして、それに対する策を講じてからでも遅くはなかったので

はないか。首相個人のパフォーマンスのために、国民を振り回さないでほしい。 

4） 今回のコロナ騒動による休校措置での子どもの今後の学習及び心のケア、またそれに伴う親への経

済的負担緩和の為の対策と、ケア、また給食関連企業及び保育園、学童保育の指導員や医療機関への

配慮及びバックアップケアの対応急務、貧困世帯へのプレミアム商品券や児童扶養手当等既にあるス

キームを使っての早急措置、タブレット配布等でのリモート(zoom 等)学習、ウェブ授業等の柔軟対応

を期待します。また日本経済の危機による雇い止めによっての失業者増加や飲食・サービス業、観光

業、娯楽施設等の倒産危機を懸念しています。ご対応お願い申し上げます。 

5） 学童を開室してもらえているので子供の預け先は確保できたが、狭いスペースに毎日 50～60人が来

ていると聞いています。平日日中はあちこちに子供たちの姿を見かけます。学校に行っている方がま

だよかったのではないか？とさえ思えます。また、世間の方が多くおっしゃるように、子供たちや働

く世代が不自由を強いられていても、高齢者が自由に動き回っていては何の意味もないかと思います。 

6） なんの説明・事前準備もなく、効果があるのかも不明なことをさせられ、非常に憤っています。や

るのであれば経済界も巻き込んで徹底的な制限をかけないと、ただ不自由が大きくなるだけで、感染

拡大阻止には意味がないと思います。  



7） 休校になっても、人が集まる場所に遊びに行っているのであまり意味がないように思う。卒業式ま

でも親が参加できない状況になってしまっていて、人生に一度しかない日をこの状況で仕方ないと全

て済ませていいものかと思う（卒業生がいる親です）。学童がOKで学校がNGなのも理解が出来ない。

学童の空間は学校より密であり、感染を心配するのなら学童の方が危険なのではないかと思いますが。。

そもそも、全ての人がマスクをしているわけではないし、子供が一歩外に出た時点で感染するリスク

は休校にしてもしなくても変わらないと思う。休校にしてしまったからこそ遠出している子たちは沢

山います。外に遊びに行ってるのが現状。ショッピングモールや室内でよくマスクなしの小中生の団

体最近見かけます。この方が感染リスク高いように思います。 

8） 子どもの居場所がない状況です。学校の開放を要望します。また、給食がなくなる事で保護者の負

担が増えている事から、宅配等の柔軟な対応を求めます。 

9） 今回の事で、仕事が激減しました。単発仕事も探してますが、感染が拡大してる中、面接等や身動

きが取れにくいし感染しても怖いです。 

10） ひとり親、貧困家庭のお金、教育、健康面を守る対策をするべき。 

11） 休校になるのは仕方のない事かもしれないし、見通しがつかないのも分かるけど、ただでさえ不安

の多い母子家庭や父子家庭にとっては特に経済的にも気持ち的な面でも負担が大きいと思います。 

 実際の現場の声を聞いてほしいです。安易に法をうたっても、一部の人にしかいかないから。 

12） 子供の学力面で心配です。家でネットやオンラインゲームをして過ごすのは慣れているので本人と

しては苦痛ではない様ですが、この環境は健全ではないです。 

13） 学童に預けられるなら出勤して！な職場です。暇なのに。周りも休まないから休めません。はっき

りと、自宅待機第一に！としてほしかった。また、会社の特別有給制度がなければ、休業補償になら

ない。うち、ありません。 

14） 感染者の数を最低限に抑える為の政府の対策は支持する。非正規だったら今後の仕事の継続に不安

になると思うが、正規雇用なので差し迫った不安はない。ただし会社の業績次第では社員でもどうな

るかわからない世の中なので、収入を会社だけに頼らない生き方を模索していく必要があるのかなと

思う  



15） 中学・高校生が居ます。小学生はいませんが、我が地域は、区民利用施設なども休館になり、子供

達が遊べる居場所が無くなってます。他の地域では、ボランティアでお店を解放して子供達の居場所

なども作っていて、なんて素晴らしい事だろうと思いました。 

16） 子供は学校や発表会や行事や全て中止になっていて悲しんでいるのに、アーティストはライブをや

っている。大人はジムや習い事に出かけていたりする。少し矛盾を感じる。 

17） 今後、放課後児童クラブの正職員の給料を上げてしっかり人員と設備を確保してほしい。今まで軽

く扱いすぎだと思います。 

18） 仕事を休んだり、昼食代などその間の資金をきちんと精算してほしい。 

19） 休校措置といっても、勝手な大人の都合に振り回されているだけのような気がします。 

20） 非正規雇用なので、働く時間が減ると子ども達を育てるお金がなくなり借金をするしかなくなりま

す。コロナで生き延びても貧困で死にます。下の子は未就学児で託児所に預けて働いているので、託

児所が休園にならなかったのが救いでした。上の子は小学一年生なのでお留守番が不安ですが、無理

させれば 1 人にできるので学童行けない日は頑張ってもらっています。未就学児はお留守番させると

家の中での事故などがとても危険なので無理です。保育所休園なくて本当に助かりました。 

21） 当方フリーランスで元々在宅で業務をしています。下の子は保育園で上が中 3で手がかからないた

め、それほど支障は大きくありません。ただやはり自宅に子供がいると仕事の処理スピードは下がり

ますし、家事も多くなり、食費がかさむの負担です。収入そのものは変わらずとも様々なところに支

障があります。ただ今後クライアント様の状況が悪化し仕事が減る…という可能性もなくはありませ

ん。子供が小学生じゃなくても少なからず支障はあるし出費も増えています。助成金の対象範囲を広

げてほしいです。またメンタル面では、休日も外に出られないため、かなりストレスが溜まります。

一番残念なのは、残りわずかの学校生活が突然なくなってしまった中 3 娘の心。国がもっと先手を打

っていたら、子供達が悲しい思いをしないですんだのではないか？と思います。 

22） 休校措置という判断をしたことは賛成です。子どもの居場所、預かり場所、過ごし方を制限されて

しまうことが問題かなと思います。普段から一人で背負い込まずにすむ環境、子どものために社会全

体で子育てを行える風習.文化が必要だと思いました。  



23） 学校に行かないことで、不健全になると考えている親がこんなにいるんだなと驚きました。家にい

ても健全で社会参加できている状態を作ることが私は、良いと思います。休校はそんなに悪くないと

私は、感じています。暇すぎるぐらいでちょうどいい。子供達に自分で考えて行動してほしい。大人

が困っていたら、動いてくれる子供達がいてくれて本当にありがたいです。 

24） シングルマザーに限れば、非正規パートの方々の収入大幅減、社会インフラ職の方々の子どもの預

け先や居場所、給食停止に伴う食費の増加の影響が顕著にあらわれることでしょう。地域に感染が出

ない限り、休校にすべきではなかったと思う。学習面、食事をはじめとする生活面で、自治体によっ

てきめ細かさの点で地域格差が出ているのも、子どもの教育機会均等の観点から問題だと思う。 

25） 急な対応なので仕方ない部分もありますが今後続く様で有れば賃金保証の対応をお願いします。 

26） 場当たり的過ぎて不快。 

27） 休校措置するにあたり、同時に救援作も提案する必要があったと思います。子供達の安全面。親の

金銭面。親の働き方。等々…不安が生じてしまえば、コロナ対策もうまくいかない気がします。 

28） 考え方が甘い。学校休校要請の前にもっと入国管理を厳しくすることが大事だったのにそれを怠っ

たことが問題。学校は休校でも良いが誰にも預かってもらえない子だけでも登校などの処置は各地域

で必須だと思いました。今回のことでやっぱり働くのは無理と考えるのではなく事前に何があっても

対応できるように準備しておく心掛けもシングルマザーには大事なんだととらえてほしい 

29） 私はたまたま、事情により子どものケア負担が大きくなって来て、疲れ果てて前職を辞めたところ

でした。次の仕事に入る前なので無職状態だったのですが、疲れていたので休んで生活を立て直そう

と思ったところにコロナで、仕事は無いですが子ども達が居る事で生活が忙しくなり、なかなか休め

ずにいます。今回の事は、ほぼ重篤化しないといわれる子どもより、高齢者などハイリスクな人達か

ら保護したほうが安全だったと思います。そのために高齢者事業者やご家族への補償が優先だったの

ではと思います。（もちろん香港のようにベーシックインカム化できたら一番良かったと思います。）  



30） 日常が突然遮断されてしまったことにより、学校の楽しみや行事、おともだちと遊ぶこともできな

くなってしまった。ウイルス感染のリスクは回避できるものの、経済状況の悪化が心配。私自身は幸

いにして、正規雇用を紹介いただいた後だったからよいものの、非正規雇用だったらと思うとゾッと

する。また、実家に頼れるので、そこは安心感があるが、世の中全体の一人でお留守番せざるを得な

い家庭の子供たちのことを考えると、いたたまれない。 

31） 学童でお昼ごはんの提供をしてもらえるととても助かる。 

32） 総理大臣の急な発表で困惑した。早めの入国措置など、その時点の決断が遅くやるべきことが迷走

していて不信感が更に増長した。 

33） こどもを休みにした時、した後の事を考えて休校にしたのか、聞きたいです。又、その休校にした

途端、働いてる親が休めるとでも思っていたのか…感染しているのが大人が多い事、移動範囲も、ラ

ッシュ等の人混みにいるのも、断然大人な事を理解しているのか。こどもも親も、大人も誰にも優し

くないし、守られていないと思います。 

34） 未就学児と小学校低学年のこどもがいます。園は今のところ継続してくれていますが、急遽変更に

なる場合もあるとお知らせが来ているので毎日ヒヤヒヤしています。幸い学童は開所してくれている

ので、上の子を預けてパートに出れています。でもこの時期は卒園、入学等の用意やイベント(在園児、

在学児は不参加)で元々お休みの日も多いので、収入面はぐっと下がってしまいます。元々人手が足り

ない学童なので(毎月の父母会で、お知り合いの方で指導員になってくれそうな方はいませんかと毎回

議題にでます)。学童の指導員さんも疲労困憊と言った感じで、ただただ心配と感謝しかないです。上

の子はいきなり今のクラスがお終いとなったことをうまく飲み込めなかったようで、軽いチック症状

が出てしまいました(物凄い瞬き)。近隣の学校預かりも先生が見回りをして児童は教室で自習、人手が

足りないからか外遊びは無しということなので、不安に思っている人も多いです  



35） 休校対応には理解できますし、政府にはもっと早期に休校の処置をとってほしかったです。姉妹 2

人の自宅待機は心配ですが、今の医療体制から、コロナ対策には自宅待機が妥当だと考えます。地域

で午前午後と自宅訪問をして頂けないか、学校で毎日やるべき宿題や読者などの提示をして頂けると、

フルで働いている親にとっては少し安心します。休みなので、テレビをみる機会も増えます。この時

期の子供達の過ごし方や子供自身がこの期間を無駄にするのではなく、この期間を通して学ぶ事はあ

ると思います。何か悟れるような期間であってほしいと思います。 

36） 子なし死別からの未婚出産なので、低所得でも扶養手当対象外。若い時の死別で子なしだと遺族年

金も低額です。働くしかないのに休校とか困る。 

37） 起こりうることをある程度でも想定して出した決定だとは思うけれど、休校措置のために引き起こ

された様々な問題や、その問題のために困る人達について、政府は「とりあえず、ま、いっか」で切

り捨て、ゴーサインに至ったのでしょう。コロナよりもインフルエンザ、インフルエンザよりも自殺

者が多いのに、今回のことで失業や廃業するはめになり、自殺者をさらに増やすことになりかねない

決断を、政府はした。その上、この騒動に便乗するように緊急事態条項制定を言い出した。自由、民

主主義、という言葉を使いながら、戦争の時のように、国民に言うこと聞かせたいんですね。ワクチ

ン強制接種とかになったら、アレルギーで接種出来ない人はどうなるんでしょう？ガス室？焼却処

分？ワクチンと一緒に何か射たれてマインドコントロールとか、殺傷処分されてしまうかも。休校は

決まってしまったから、困っているところで助け合って、結びつきを強めたい。大変ではあるけれど、

日本や世界の権力者のボロを見る機会にはなったから、これをきっかけに、個々が何が大事なのを考

えて、選挙について考えてほしい。自分の幸せの実現に向けて、行動してほしい。 

38） あまりに突然の措置であり、子どもの学習や友達、先生とふれ合う機会を強制的に奪ったことに関

して憤りを感じます。学校よりも人口密度の高い学童に預けていて、大丈夫なのかという不安はあり

ますが、生活のためには働かないといけないため、深く考えないようにしています。良かったことは、

子ども達の習い事も全て休みとなり、久しぶりに親子でゆっくりした休日を過ごせたことです。  



39） 私は仕事には行けているが、家に子供がいることにより、食費や電気代など出費も予定外にかかっ

ている。休校措置による支援金は休職した人のみでなく、事情があって不自由した人全員に届くよう

にしてもらいたい。 

40） 政府の対応が遅かったと思います。とはいえここまで来たら、自分で予防するしか手はないので、

マスクや手洗いは子供と共に励行しています。が、一時的にでも保育士さんなどがついて、決まった

人数でも地域の公民館等で、子供を見て頂ける部屋などがあれば皆が助かるのではと思うことはあり

ます。 

41） 子供が一人で狭いアパートで留守番してます。心身ともにダメージ受けてるので、何とかしたいけ

ど、働かないと生活できないなので、ジレンマで悩んでます 

42） 卒業式が行われないことへの不満 

43） 私の会社は訪問介護の会社です。仕事は事務職ですが、お客様の個人情報を漏洩させないために、

会社は自宅での仕事を絶対にさせてくれません。今は子供が 2 人とも低学年なので緊急預かりしても

らえていますが、高学年で同じ事が起きたら、家に子供を残して仕事に行かなければなりません。今

後のためにももっと幅広い業種でテレワークや在宅ワークを活用するよう、国から企業に働きかけて

欲しいです。満員のバスや電車じゃなければ、感染リスクも減ります。個人情報は勿論大切ですが、

感染リスク闘い、精神を擦り減らしながら仕事をすることは、シングルマザーにはとてもしんどいで

す。生活状況によって働き方が選択できる企業がもっと増えて欲しいです。 

44） 感染が出ている地域や自治体が休校にするのは分かりますが、感染者が出ていない地域まで一斉休

校にする必要性があったのか疑問が残ります。下の子はこども園なので毎日通園していますし、上の

子も放ディに毎日行っています。結局休校の意味が無いのではと思ってしまいます。何より私はショ

ッピングモールの中の飲食店なので、毎日大勢の人が集まる場所で仕事をしています。休校にしたこ

とや、ショッピングモールが犬猿されていることにより、勤め先の飲食店もお客様もかなり減ってし

まい、大打撃です。子どもは家にいる、仕事は業績が落ちお給料は減る、みんな困っていると思いま

す。政府は休業手当を満額出すと言ってますが、足りないと思うし、お金を保証されても職場が人手

不足になってしまっては、そもそも回らなくなってしまいます。  



45） 他のウイルスでの死者数や、コロナが流行していないときの肺炎での死者、その年齢など、客観的

なデータがほしい。70代、80代の方が肺炎で亡くなることは自然な仕方のないことだし、コロナのこ

とについてのみの調査では不十分。この先休校を続けることは経済活動に更に大打撃となる。そのリ

スクを負ってまでコロナウイルスのために休校しなければならないのか検討したほうがよい。ただし、

今回の休校をきっかけに、会社の不必要な集会をなくしたり、テレワーク化は推進するべきだ。日本

はウイルスが原因の死よりも自殺が多いことをより気にした方がよい 

46） 学校は託児所ではないので、預ける、という表現が気になりますが、実際に預ける場所がなかった

り、母親に負担が大きくなることは問題です。しかしこれはコロナだけの話ではなく、誰であれ緊急

事態には備えること、国が必ず補償をすること、そもそも子供に優しい社会であることが大前提にな

ります。パンデミックで日本社会の弱さが露呈し、このまま経済力が落ちるのもまずいです。私は仕

事を探していましたが、コロナのことで全ての選考途中の会社からの連絡が途絶えました。次の手を

どうしようか、私にできることは何か、お金をどうやって作るか考えながら日々こどもたちと密室で

過ごしています。 

47） オンライン授業があればいいと思いました。 

48） 学校だけ休校して大人が仕事するのなら、ウイルスを大人が家庭内に持ち帰るので無意味だと思い

ます。これだけ共働きが増えているのに学校を休校して生活破綻や経済的打撃を受ける会社も多いの

に、そこまでしてウイルス対策する意味がわからない。子供をいざとなったら母親が仕事休んでみれ

ばいいという昭和の専業主婦を想定しているとしか思えない。休業補償というが、学校休校の子供を

持つ保護者の中で所得が一定以下の人でのみ休業補償対象にすべき、そういう人は学校休校で直に生

活破綻になるから皆、一律にやっても貧富の差が拡大しさらに将来の税金上がるだけ。 

49） 休校措置自体は評価できるものの、その目的が国民へ行き渡っておらず、国も対応を自治体に丸投

げしたために混乱している人もいる。この状態で期待する結果が得られるのかは疑問。子どもに直接

影響があることは、しっかり協議した上でブレない政策を期待しています。  



50） 普段の登校日よりも、長期休み中は学童施設が過密になることは、市も把握できているにも関わら

ず、「留守番のできる家庭は協力するように」と休校に対するフォローがないこと。協力しても、学童

の月額利用料、延長利用料が返金されるわけでもなく、ひとり親家庭の我が家としては不満がある。「協

力」しているが、ボランティアではない。子どもたちにも、このような事態だから仕方ないと言い聞

かせているが、我慢をさせているため、思い切り身体を動かして遊べないこと、友達と遊べないこと

等、かわいそうに思う。 

51） 共働きの家庭が学童を利用しており、人数が多すぎるため平常時でも学童の利用ができません。学

童の環境も粗悪すぎます。かといって民間に頼むお金はなく下の保育園児も上の子が家で留守番なら

一緒に留守番すると言い出すし、母子家庭だからと子供が言う事を聞く訳でもなく、勿論わたしのし

つけも悪いのでしょう。もう、怒る気力も説得する気力も無くなり職場には出勤出来ない旨伝えまし

た。仕事の復帰はもう出来ないでしょうね。シングルだからと大きな声も出せず我慢していれば、他

の共働き家庭の子供たちが家に入り浸ったりもう精神的に辛いです。共働きの人って働かなくても死

なないですよね。 

52） 緊急事態ですから仕方ないとは思いますが、学校以外の預け先、大人の外出などがある限り、どこ

まで効果があるのか？あまり意味がないのではないか？それよりも経済的打撃の方が心配。この事態

により、男女の働き方や、子供の居場所など、これまでの常識に大きな変革が起こる事も期待 

53） 給食がなくなりお昼ご飯のお弁当代と仕事中に抜けて子供達の送迎をしているので出費が嵩みます 

54） 子供はひとりでお留守番できますが、生活が不規則になり健康面や栄養面での心配があります。そ

れと食費や光熱費等の負担も多くなり生活が苦しくなります。 

55） 不登校児をかかえる家族は前々からこの問題に直面していました。家に小さな子を 1人残して仕事

に行くのは、色んな面で心配です。給食が食べれないことによる食費の問題も、とっても大きな問題

だと思います。リモートワークや遠隔での学習などを考えるキッカケになってくれたら有難いです。

職場で柔軟な対応をしてくれると良いですね。  



56） 突然の休校に学童が開所してくれてなんとか子供の預かり先の確保ができて仕事ができています。

それでも、学童は児童数も多く一日中多くの子どもたちが同じ空間にいることは学校にいるよりも感

染のリスクは遥かに高いと思います。学校を休校にしても学童利用でこの状態では果たして意味があ

ったのか疑問もありますし、留守番ができる子どもや専業主婦家庭の子どもは集まって遊んでいても

同様に休校措置の意味が分からないと感じています。仕事をしている親の中でテレワークや時差通勤

をできているのはほんの一部の人で少数です。医療や福祉現場では人員不足で休むわけにはいきませ

ん。大人達が通常の経済活動をしていては感染のリスクは大人は変わらず、その大人が感染して子供

たちに移し、学童で蔓延する可能性もないとは言えません。休校措置だけではなく、大人達の行動や、

先のこともさらに考えてからの対策を立ててほしかったです。あとは、この措置により休むことがで

きた人たちが保障を受けられると話がありますが、休みたくても休めない仕事の人達もいます。その

差はどうお考えなのか。不正に保障受給をするような人が出ない仕組みをお願いします。 

57） 今のところ、子どもは感染者０人の県にいるので学校は通常通り。県内感染者が出たら学校閉鎖に

なり自宅へ戻る予定。このまま他県（しかも離島）にいたほうが安全なのに、感染者の多い自宅へ戻

らなければいけない。春休みが終わり学校開始となると、今度は全国から離島へ子供たちが戻る。離

島はお年寄りが多いので、島内での感染が心配。離島も県に習って同じ措置というのも考えものです。 

58） どうせ意見しても無視されるんでしょうが、今回の突然の休校要請には呆れました。自治体レベル

で要請に応じなかったり休校遅らせた所はさすがだと思いました。私は運良く正社員で、ある程度の

規模の企業なのでコロナに伴い短時間勤務も申請可能です。しかし、実際に職場で仕事休んだり短時

間勤務にはできない雰囲気です。育休を取得し復帰して短時間勤務を希望している女性社員が陰口言

われているような状況で、今回の休校で休んだりしたら私も何を言われるか分かりませんし。休校措

置に十分な準備と説明があり、効果もあるのなら納得できますが、あまりにも唐突で東京オリンピッ

ク開催するためだけのパフォーマンスとも思える今回の決定には首を傾げるばかりです。 

59） 行くところもなく、だらけた休日をすごしているのが気になる。宿題は何とかやっているが、それ

以外に自主学習するつもりもない状態。本当は自分がそばでみて指導したいが、会社からは休むのは

あり得ないと言われていて、休めない。  



60） 仕事は休めないが、子供は家にいて電気代やお昼ご飯代がかかる。休める人のほうが得なのでは？ 

61） コロナ感染ばかり心配するのではなく、子供の精神的なダメージを心配して欲しい。重症化する年

配者が普段と変わらない生活をして、子供だけが学校も行けず、スポーツも出来ず、家に閉じ込めら

れているのが、意味が分からない。 

62） 休みになっても、中学生以上の子たちは遊びに行こうとしているので困っています。なんとか話し

て遊びに行くことをやめさせていますが、喧嘩ばかりしています。 

63） やはり金銭面でかなり心配です。助成金が出るとしてもかなり先になると思いますし、全国対称で

すので一人当たりの金額は提示されてる金額より少ないのでは等。その月その月ギリギリで生活して

る者達にとっては月の給料が減るだけでもかなりの痛手です 

64） フォローをしっかり考えてやっていただかないと仕事を休まなくては行けないし子供もふりまわさ

れてかわいそう。 

65） テレワークなどを、会社側が許してくれません。また、保育園時ではないのだからと、一人で待つ

くらいできるだろうと取り合ってくれません。働くには子供が無事でいるという安心さが必要です。

それがなく、悲しいです。 

66） 今回の休校に関しては、共働き世帯の事ばかりで、共働き世帯より今回の事に対して大ダメージ与

えているだろうひとり親家庭のことについては全く見向きもされてない気がします。学校で居場所利

用も可能でしたが、朝 8時から使えないことや一部の日時は使えないこと、学童が使えるのも 14時か

ら等とても中途半端で使える物ではなく、家で留守番させる選択をしました。かつ子どもが通う小学

校は、幼稚園出身者が 8 割を超え、保育園出身者が少ない事もあり、共働き世帯やひとり親家庭がと

ても少ないです。それも学校側が一部の日時で使えなくても問題ないだろう、8時 30分からで問題な

いだろうというのかあったのかと思います。提案としては、ひとり親家庭に対して最低限の給料保障

をするもしくは、朝 8時位から確保出来る居場所の提供でしょうか。あとは出来れば給食も。 

67） オンライン授業を本格的に検討してほしいです。  



68） 学童とかあるようですが、たくさんの子供が一つの部屋で過ごすなら学校があっても同じかなとも

思います。あとうちは保育園児がいるので、もしもそこで観戦すれば同じです。私自身も正社員で毎

日出勤しているので、小中高のみお休みしても、感染のリスクはあります。 

69） 塾に通えたり、本人が勉強好きなら勉強面で問題ないが、そうでない場合はかなり格差が開いてし

まう。勉強する子は軽く 5～6時間する。しない子はゲームを 1日やって終わってしまう。4月からは

通常通り授業を再開してほしい。 

70） 有難いことに学童と下の子は保育園は預かってもらえているが、そうなると学校を一斉に閉じる意

味が分からない。休校要請を突然出して現場は大混乱、余りに場当たり的で政治的理由としか思えな

い。 

71） 特にシングルマザーは仕事休んだら生きていけない人が多いと思う。ママも大変子供達も精神衛生

上良くない、先のことまで考えずに行き当たりばったりの対応としか思えない。親のこと子供の事、

何にも考えてない今の政府を強く批判します 

72） 学業遅れたり、友達と会えないので寂しそうです。 

73） 私は認定こども園に預けているので、現在預かり先がありますが、今後コロナウィルスが拡大する

と休園になることもあると言われているため、そうなったときに働けなく収入がなくなる事を心配し

ております。また、自分の子供は小学生でないので、預かり先がありますが、小学生を家に置いて仕

事に行かれている方の気持ちになるととても私自身も不安を感じずにはいられません 

74） 五年生だから一人で大丈夫でしょうという周囲の安易な受け止め方、4月に転校につき友人との突

然の別れ、男性ばかりで理解されない職場環境、毎日の昼食費、メンタルのサポート。。。一人で処理

しきれず、子どもにしわ寄せがかなりいってます。。。 

75） 学校から ZOOMなどで連絡や授業ができたらいいかと思います。 

76） 休校措置決定から実施に至るまでの期間が、あまりにも短すぎる。小学校からは通知表は勿論、春

休みの課題(宿題)すら用意してもらえなかった。インフルエンザと同様に流行った自治体や学校だけが

休校措置に取り組めば良かったのではと思う。支持率の落ちている安部総理のパフォーマンスにしか

思えない。全国一斉休校にするエビデンスがないと思う。  



77） 先に生活費の保証をし、休校中授業のネット配信で小学生はさびしさの軽減。高校生は私学なので

一斉ではなく合わせたので国に対しては授業料のこと。恐らく休校により返金は高校からはない。国

がそこを決めた上でしてほしかった。マイナンバーで簡単手続きと云いながら、書類の確認が遅く、

前年より遅れて支給されている、しかも後からの還付のスタイルだから結局一旦生活費の中から負担、

今回の休校でこの年末の大体二ヶ月まとめでの納付時期でこのように奨学金のおかしな支給のせいで

何とか絞り出してる世帯にとっては仕事が不安定になると最悪納付遅れによる進級できずが不安。テ

ストが無くなると余計不安。その保証もないから高校によっては留年と言ってくるのでは？すると奨

学金が 4年目は無いから中退になる。不利なままはこの私学奨学金の意味のなさから変わってない。 

78） もっと早い時期から休校やそれに伴う子供の居場所確保などを考えていただきもっと早く実行して

いただきたかった。共働きやひとり親家庭だけでなく、産後間もない方、親族や近所の力を借りられ

ない人は沢山いるのに。両親揃っていて、近くに祖父母や親族が住むのは都会ではもう少数派である

ことを知ってほしい。 

79） 母子家庭だけでなく、仕事を休む事で本来使用しなくても良い有給(他で消化したかった)を消化し

なくてはいけなかったり、有給が足りず困る家庭もあると思うので、休まなくてはいけない場合の特

別措置的な所も考えて欲しい。 

80） 休校で学童に 1日預けるしかない状態です。どうせ集団行動の学童に行くなら休校にしてほしくな

かったです。 

81） もっと早目に提案して欲しい。こんな急に決められてしまうと、対策を練る余裕もなく、本当に困

ります。 

82） 急だったけれど、我が家にとっては良かった。ただ卒園・卒業などの節目の学年には配慮が必要だ

ったのではないかと感じる。 

83） 登校を半分(交代制)テレワーク、時差出勤の併用で、感染リスクが激減するシミュレーションがあ

りました。家庭と言う閉鎖空間もクラスターになること、休校だけでなく生活維持ふくめ対策を併用

しないとひとり親、非正規労働者は環境が整わず職を失うか無理して働いて感染するかという選択肢

しか残されなくなります。  



84） 春休みや夏休みを削ってでも未修分を学習する時間を作って欲しい。 

85） 不登校気味で 3/4~担任と補習予定でしたが白紙になりあとは自分でやってと言われた。子どもも中

学に向けてやる気がでてきたのにとても不安になっています。 

86） 子供だけ休校にしても、大人は仕事に行っていればさほど意味が無いのではと思ってしまいます。

罹患しても解らない人がおり、長期戦となる気がしますので、全国規模での休校より、学校単位・市

町村単位の休校の方が、良かったのではと思います。 

87） 休校になって拡大阻止は良いことと思う。ただ小人数で分割登校などパーツでの考えでもよかった

のかも。 

 

88） 給食がないのだけが困ってます。 

89） 医療従事者や教育機関の現場で働くスタッフ、子どもたちの優先的な事前検査や予防商品の優遇を

進めることで、安心して過ごせる場所や環境を作るということができないのでしょうか？今は護りの

時かも知れませんが、収束をただただ待つのではなく、恐れながらも安全に過ごせる方法を考えてい

くことも大切なのではと思います。 

90） 休校措置の意味が良く分からないです。 

91） お昼を用意するのが大変なのと、勉強が 1人だとはかどらないので、その支援が欲しいです。特に

私の住まいの自治体、民間企業などまったく支援がないので困る。地域によって支援のムラがある。 

92） 子どもが休みでも大人が外出してたらいつ感染するか分からない。 

93） 感染無し地域は、学校があったほうがよい。 

94） こんなに長く（1ヶ月も）必要か？2週間ほどで感染状況の中間結果発表などあってもいいのでは？

あと毎食作るのが大変！引きこもりっぱなしで、逆に病気にかかりそう。 

95） 幼稚園の子供がいますが、小学校休校に便乗して幼稚園が終わってしまいました。1か月預けると

ころがなく、会社からは退職を促されています。有給も参観日や子供の体調不良で使ってしまって残

っていないので。悪夢でしかないです。次の就職先なんて、見つかるかどうか。  



96） 保育園や幼稚園が登園できるのであれば完全に休校にせず 3学年毎でも交互に登校させてあげてほ

しかった。家では携帯をいじるかゲームしかやらない生活になるだけ。 

97） 特に、一人親家庭について、支援を考えてほしい 

98） 国民の命を優先するという点ではやむを得ないことと承知する。ただやはり、こんな時すらピンチ

を感じるのは社会的弱者といわれる人達だなと感じた。国会議員は社会的弱者の立場にある人達を守

ることができる唯一の人達なのに、自分の選挙当選？を意識してるのでは？と思えるような対策をし

ているように見えることがあって、同じ日本人として情けなさを感じた。国民の命に関わるこの事態

でさえ、自分のことを中心にしか行動していないようにみえる国会議員さん。国民の生活環境を実感

できるように、お給料を一般社会人レベルに下げたりして国会議員の特別扱いのようなことを見直せ

ばいいのに！と思った。 

99） 緊急措置は理解できるが、急すぎて心身ともについて行けず混乱している。 

100） 気持ちはわかるけれど、少し騒ぎすぎなような気がします。あまり気にしないで、生活してます。 

101） 休校に変わる授業対策もなくいきなりは酷すぎます。子どもたちをなんだと思っているのでしょ

うか。これが対策？学校に行かせてあげないといけないという子どもの権利を無視している。何故瞬

時に渡航を中止し、広がるのを防がなかったのか。ウイルスは免疫力があれば大丈夫だということを

何故言わない？ワクチンは治る薬ではない。わざわざウイルスを身体に入れる。何故それが先なのか？

コロナ騒ぎの中種子法が改正された。政府のやり方を分かっている人たちは皆緊急事態宣言に対し危

機感を募らせている。人々を困らせ苦しませるのはいい加減やめて欲しいが無理だろう。もう私たち

は身動き取れない状態に追い込まれている。どこも経営が成り立たず淘汰され職を失う人が増え子ど

もたちは更に貧困に追いやられるだろう。自分が自分がではなくみんなで助け合いながら生きていか

ないとこの世の中生きのびられないと思います。職も食もなくなります。子どもたちを生かすため、

助け合いが必要です。 

102） 急にするのはやめてほしいです。 

103） 急すぎて対応に疲れる。子供の居場所安心して仕事ができない欠勤時の給料は？などたくさんあ

る  



104） 電車通学なので、休校はありとは思いますが、自宅でダラダラ過ごしてしまう学校では iPad導入

しているので、インターネット配信での授業もありだと思う。 

105） 働けないので結局自分の生活費から昼食事出していますがこの現実をもっと政府に知って欲しい。 

106） 卒業を間近に控え、楽しいイベントがたくさんあったはずなのに、友達にも会うことが出来ず、

卒業式も短縮、高校入学前のオリエンテーションや入学直後の合宿も中止、親の私の方が精神的に参

っています。仕事柄(保育士)自分が休むことも出来ず、何日もダラダラと家で過ごさせることが子ども

の為なのか、日中学校以外の外出をすることの方が感染率が上がるのではないか、もっと前もった対

策が出来なかったのか不満だらけです。様々な現場を混乱させるような政府の対応に怒りしかありま

せん。 

107） 急すぎました。もっと早く対応するべきだったと思っています。 

108） 小学校は休校ではなく、地域判断でよかったと思います。休校となった場合の居場所、勉強機会

の損失の重大さを念頭に入れてほしい。市立でもオンライン授業などやってほしい。 

109） 地域で判断して欲しい。コロナにかかっていない地域もあるから 

110） 千葉市は学校で 4 年生まで預かってくれる措置をとってくれたのでありがたい。外遊びやコンピ

ューター室も使用時間をとってくれているらしい。 

111） 勉強がなかなか進みません。自己責任ですが、心配です。 

112） 休校措置は仕方ないことだとは思いますが、もっと早くに決定して、実行までの期間を少し持つ

べきで、全く国民のことを考えられていない。女性の社会進出を進めているにも関わらず、実際は議

員が現状を全然分かっていない。1人親の家庭の貧困が問題になっている中で、現実として仕事は休め

ない、小さい子供は 1 人には出来ない、でもお金がないからシッターにも預けられない…その追い込

まれた状況も分かっていない。働き方改革で様々な働き方を推進しておきながら、最初は正規雇用に

ついてのみの国の支援が出されたことにも疑問を持つ。本当に支援されなければならないのは、非正

規雇用の人達ではないのか  



113） 突然の事で十分な準備期間がないにも関わらず、休校措置は早い決断だったなと感じていますし

子どもたちを感染から守るためにもよい決断だったと思います。子どもの預け先がない方へのフォロ

ーもこれから良い方向へ解決すればと祈っています。私の勤める会社では、こちらの休校に伴う欠勤

は特別有給として申請でき、また子どもを連れての業務もオッケーです。私は幸い両親と暮らしてい

ますのでそれらの活用はしていません 

114） 国や自治体や学校のやり方に呆れて何も言えない。卒業式の式典無し、証書を郵送する始末大学

卒業の娘がかわいそうでしょうがないです。 

115） 貧困状態のひとり親家庭には酷です 

116） 学童が合わなくて辞めてしまった低学年の小学生を学校で預かって欲しい。 

117） 子どもが不安な様子です。在宅ワークをしているのですが、べったりで離れない日もあります。(仕

事の邪魔ではあります。仕方ないですが)また食費がどーんと増えました。でも休校措置は仕方ないの

かなとも思います。フリーランスなので正規雇用と違い助成もなさそうなので、そこが困ったところ

です。 

118） 小さなお子さんをお持ちのお母さんは仕事と家事が増えて大変とおっしゃられていましたが、大

きな子でも同じです。ただ、留守番は問題無く心配ではありませんが、高校生ですと勉強の遅れやコ

ミュニケーション不足により引きこもりの序章を思わずにはいられません。自宅で出来る事は限られ

ますが、社会、学校、家庭での課題は目に見えないくらい大きいと感じています。封じ込めもいまは

大切ですが、対応能力を高める教育を今後推進して行って欲しいです。生きる力、守る力を養う教育

を政府や学校にお願いしたいです。家庭レベルでもサバイバルファミリーを見て話し合いました。是

非、今後に役立てる経験にしてほしいです。 

119） 中途半端すぎる。休校にするなら、緊急事態宣言でもして、企業、経済の動きを全面ストップし、

保育園、学童も休止状態にし、医療関係者やそれに付随する企業の関係者に日本国民が全面的に協力

するような体制になければ、あまり効果がないと思う。  



120） ここまで感染が広がっており、感染経路も分からなかったり命にも関わるような状態なので、今

回の休校措置はやむを得ないのかなと思います。ただし、子供の預け先確保が死活問題となる家庭も

あると思うので、私の住んでいる市のように学校や学童が預かる対応をしてくれる(登校は強制ではな

く、利用するかは親の判断。コロナやインフル等に感染する可能性もゼロではないことを了承したう

えで預けられる)のは有難いですし、そういった預け先に関する対応も同時に必要だなと思います。 

121） 私が仕事であちこちの病院に出入りしている為、どこでウイルスをもらってくるか分からない状

況の中、いつの間にか家族にも感染→無症状で学校に行き感染を広げてしまうかもしれない…という

未知なるウイルスのことで様々な心配がありました。なので、今回は休校になったことで一安心して

います。我が家は子どもが多いので日々喧嘩ばかりしていますが、留守番させることに関しては、寂

しいこともないし大丈夫だと思って私も普段通りに仕事に行っています。が、これが一人っ子だった

り幼い子だったら、私も休みを取るか心配でも保育園や学童に行かせるか、選択に悩んだと思います。

今はパートで働いていますが、こういう時のことを考えると、収入の面など色々な面で正社員の方が

間違いなく良いことを感じ、転職のことを真剣に考える日々です。 

123） 感染リスクの最小化、感染拡大経路の封鎖と言う観点ではやむ終えない措置だったであろうこと

は理解できる。しかし、その要請があまりにも唐突で、各行政機関はもとより現場の先生方、学童ス

タッフ、保護者への大混乱を招き、その不安を払拭できないままの見切り発車となった感は否めない。

休校まで猶予があれば各学校も休み期間中の対応策（特に学習面）の施しようがあり保護者への負担

が軽減されたのではないか。また、非正規雇用やフリーランスで働く一人親も多く、経済的不安も助

長する形になってしまっている。雇用時間の削減→収入減→子供にかけられる資金・時間の減、この

負のスパイラルをさらに後押ししてしまっている。 

124） 学校はダメだけど学校内の学童は OK とか意味あるのかなと思う。休校は最終手段で、やるのは

早かったのでは。学童で預かってもらえるのはすごく助かるけど、毎日のお弁当作りと、大量の洗い

物で疲れはて、イライラして子どもに当たってしまうという、負のループから抜け出せないです。 

125） 休んでいる間の大人の教育もあったら、面白い 

126） 新年度からは通常通りになってくれればいいです。  



127） 休校に伴い食費や光熱費は増しているので、早急に臨時子育て手当て等対応してもらいたい。 

128） こういう緊急事態に出来ることを考えないと。子どもの勉強の進み、自宅待機のストレスや、自

分自身の仕事に対する考え方。仕事は、副業などで収入源を増やすこと自分の力で収入を得たいと思

った。なにかの時に会社に頼りきりになるのを減らしていきたい。子どものことは、自分で考える力

を持っていてほしい、周囲の協力と出来れば自治体、学校のフォローがあると少しは助かるかな。 

129） 認定こども園なので、母体が幼稚園で、「今後の状況によっては保育士不足となり、保育士の人数

により預かれる人数は決まっているので休園もあり得る」と手紙が来ました。 

130） 自営業です。仕事に支障をきたしたり、収入に影響がでていたら、どうしたらいいか相談する窓

口がまず、ほしいです 


