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１．休校に関連した内容

1

調査の概要
◆調査の目的
新型コロナウイルスの感染拡大によって、沖縄県民の生活にも大きな影響が出ています。しかし休校や
休 園 が続 き、外 出 自粛 が求 められる中 、子 どもや保護 者 はどのように過 ごし、何 に困っているのか見 えづ
らい状況です。
そのため、アンケートを通 して実態や子育て世帯の困りごと等を把握し、生活 を支える施策の提言等に
活用したいと考え、調査を実施しました。

◆アンケートの対象
子ども：沖縄県に住んでいる小学生～高校生
保護者：沖縄県にお住まいの子どもの保護者

◆アンケートの期間

◆調査方法

５月１日（金）～５月８日（金）

インターネット調査

◆回答数
回収数

有効回答数

子ども票

1583

1440

保護者票

6133

5943

◆実施主体
沖縄タイムス、沖縄大学地域研究所、NPO 法人沖縄県学童・保育支援センター

2

【保護者票】クロス集計

※いくつかの問のみ集計

問８．新型コロナウイルスの影響で、あなたご自身に関してストレスや不安に感じていること
はありますか。あてはまるものをすべて選んでください。

【回答者別】

図１【保護者】新型コロナウイルスの影響で、あなたご自身に関してストレスや不安に感じていることはあり
ますか。あてはまるものをすべて選んでください。
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【子どもの年齢別】

※選択肢の一部のみ集計

図２
【保護者】自由に外出できない
図2-●-●
平日の睡眠時間
【生徒】いつごろから、授業がわからなくなりましたか
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図３ 【保護者】子どもとの関係
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問８－１．問８で選んだもののうち、一番ストレスや不安に感じていることはどれですか。

【回答者別】
図４ 【保護者】問８で選んだもののうち、一番ストレスや不安に感じていることはどれですか。
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【子どもの年齢別】

図５ 【保護者】問８で選んだもののうち、一番ストレスや不安に感じていることはどれですか。
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問７．新型コロナウイルスの影響による外出制限や、休園・休校が続く間、お子さんのため
に必要だと思うサポートは何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。

【子どもの年齢別】 ※選択肢の一部のみ集計
図６ 【保護者】日中の遊び場や居場所の提供
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図７ 【保護者】オンライン授業の実施
未就学児（０～２歳）（n=1012）

40.1%

未就学児（３～６歳）（n=1823）

46.7%

小学校低学年（１～３年生）

55.9%

（n=2633）
小学校高学年（４～６年生）

58.8%

（n=2398）
中学生（n=2087）

63.7%

高校生（n=1563）

67.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

図８ 【保護者】Wi-Fiやタブレット・PC機器等の購入や貸出の支援
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問９．新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、保護者のために必要だと思うサポートにつ
いて、あてはまるものをすべて選択ください。

【年齢別】 ※保育・学校・食関係を集計

図９ 【保護者】新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、保護者のために必要だと思うサポートについて、
あてはまるものをすべて選択ください
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【経済状況別】
図１0 【保護者】新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、保護者のために必要だと思うサポートについて、
あてはまるものをすべて選択ください。
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【世帯類型別】
図１1 【保護者】新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、保護者のために必要だと思うサポートについて、
あてはまるものをすべて選択ください。
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問 10．あなたの世帯では、新型コロナウイルスにより、仕事にどのような影響がありましたか。

【経済状況別】
図12 【保護者】あなたの世帯では、新型コロナウイルスにより、仕事にどのような影響がありましたか
影響はない
家族の誰かが在宅勤務になった
解雇された、または休業せざるを得なくなった
無回答
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【世帯類型別】
図13 【保護者】あなたの世帯では、新型コロナウイルスにより、仕事にどのような影響がありましたか
影響はない
家族の誰かが在宅勤務になった
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問 11．新型コロナウイルスの影響で、世帯全体の収入に変化はありますか。

【経済状況別】
図14 【保護者】新型コロナウイルスの影響で、世帯全体の収入に変化はありますか
現在も今後も変化はない
今後、収入が減る、または減る恐れがある

収入が増えた、または増える予定
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すでに収入が減っている
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22.8%

33.3%

10.5%

35.2%

9.8%

0.2%

0.5%

200－400万円未満

19.4%

（n=1965）

35.0%

0.0%

1.0%

200万円未満

14.6%

（n=766）

49.7%

0%

20%

40%

25.1%

60%

80%

9.5%

100%

【世帯類型別】
図1５ 【保護者】新型コロナウイルスの影響で、世帯全体の収入に変化はありますか
現在も今後も変化はない

収入が増えた、または増える予定

すでに収入が減っている

今後、収入が減る、または減る恐れがある

わからない

無回答
0.1%

0.6%

全体

28.1%

（n=5774）

29.0%

31.8%

10.3%

0.6%

ふたり親世帯

28.6%

（n=4488）

0.1%
27.0%

33.5%

10.2%

0.1%

0.7%

ひとり親世帯

26.4%

（n=1286）
0%

35.8%

20%

40%

26.1%

60%

12

80%

10.8%

100%

問 11-1．問 11 で「３．すでに収入が減っている」
「４．今後、収入が減る、または減る恐れ
がある」を選んだ方にお聞きします。どれくらい減りましたか。

【経済状況別】

図1６ 【保護者】どれくらい減りましたか
１～３割減った

３～５割減った

５割以上減った

まったくなくなった

無回答
3.3%

全体

51.8%

（n=3279）

14.8%

22.0%

8.1%
5.0%

600万円以上

65.7%

（n=443）

7.0%

15.8%

6.5%
5.4% 4.0%

400－600万円未満

20.6%

59.8%

（n=884）

10.2%
6.4% 2.3%

200－400万円未満

49.9%

（n=1379）

17.1%

24.3%

1.9%

200万円未満

23.7%

33.3%

（n=573）

0%

20%

22.2%

40%

60%

18.8%

80%

100%

【世帯類型別】
図17 【保護者】どれくらい減りましたか
１～３割減った

３～５割減った

５割以上減った

まったくなくなった

無回答
3.5%

全体

21.7%

52.6%

（n=3512）

14.2%

8.1%

6.2% 3.8%

ふたり親世帯

22.1%

54.7%

（n=2715）

13.3%

2.5%

ひとり親世帯

20.3%

45.4%

（n=797）
0%

20%

40%

60%

13

16.9%

14.8%

80%

100%

【保護者票】単純集計
問１．お住いの地域をおしえてください。
n

％

沖縄県本島南部

2972

49.9

沖縄県本島中部

2303

38.6

沖縄県本島北部

433

7.3

沖縄県内離島

220

3.7

沖縄県外

18

0.3

無回答

15

0.3

5961

100.0

合計

※以下、問１で「沖縄県外」と回答した方を除いて集計
問２．このアンケートにお答えいただいている方は、お子様からみてどなたにあたりますか。
n

％

母親

4700

79.1

父親

1133

19.1

祖父母

43

0.7

親族

35

0.6

その他

23

0.4

無回答

9

0.2

5943

100.0

合計

問３．あなたの年齢を教えてください。
n

％

10 代

16

0.3

20 代

197

3.3

30 代

2050

34.5

40 代

3014

50.7

50 代

608

10.2

60 代以上

48

0.8

無回答

10

0.2

5943

100.0

合計

14

問４．お子さんは、何人いますか。
n

％

１人

1111

18.7

２人

2189

36.8

３人

1785

30.0

４人

636

10.7

５人以上

204

3.4

18

0.3

5943

100.0

無回答
合計

問５．お子さんが通っている学校を教えてください。
※１名 以 上 いる場 合 は、複 数 お選 びください。また、あてはまるものがない場 合 は、「５．その他 」を選
んでください。
n

％

未就学児（０～２歳）

1012

17.0

未就学児（３～６歳）

1823

30.7

小学校低学年（１～３年生）

2633

44.3

小学校高学年（４～６年生）

2398

40.3

中学生

2087

35.1

高校生

1563

26.3

その他

773

13.0

問６．お子さんに関して、新型コロナウイルスによる外出制限や休園・休校が続くなか、不安に感じている
ことはありますか。次のものについて、あてはまるものを選んでください。
あてはまる

少しあて

あまりあて

あてはまら

はまる

はまらない

ない

無回答

合計

新型コロナウイルスへ

n

3177

1422

624

704

16

5943

の感染

％

53.5

23.9

10.5

11.8

0.3

100.0

n

4391

1188

269

81

14

5943

％

73.9

20.0

4.5

1.4

0.2

100.0

ストレスがたまるなど

n

3002

1931

764

229

17

5943

精神面への影響

％

50.5

32.5

12.9

3.9

0.3

100.0

n

3647

1474

584

220

18

5943

％

61.4

24.8

9.8

3.7

0.3

100.0

n

4002

1218

457

249

17

5943

％

67.3

20.5

7.7

4.2

0.3

100.0

n

1566

2031

1626

703

17

5943

％

26.4

34.2

27.4

11.8

0.3

100.0

子 どもの今 後 の進 路 （進

n

2107

1586

1370

861

19

5943

学 や就 職 等 ）への影 響

％

35.5

26.7

23.1

14.5

0.3

100.0

運動不足

生活リズムの乱れ
勉強・学習面の遅れ
食生活の乱れ

15

問７．新型コロナウイルスの影響による外出制限や、休園・休校が続く間、お子さんのために必要だと思う
サポートは何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。
n

％

新型コロナウイルスに関する、子ども向けのわかりやすい情報提供

1842

31.0

日中の遊び場や居場所の提供

3132

52.7

定期的な学習課題の提供

3435

57.8

宿題でわからないところが質問できるなど勉強・学習面のサポート

3080

51.8

オンライン授業の実施

3354

56.4

Wi-Fi やタブレット・PC 機器等の購入や貸出の支援

2542

42.8

261

4.4

その他

問８．新型コロナウイルスの影響で、あなたご自身に関してストレスや不安に感じていることは
ありますか。あてはまるものをすべて選んでください。
n

％

新型コロナウイルスへの感染

4459

75.0

自由に外出できない

3696

62.2

家族以外との時間が持てない

1974

33.2

子どもとの関係

1343

22.6

配偶者との関係

744

12.5

労働環境の変化（在宅勤務や自宅待機などへの変更等）

2143

36.1

世帯の経済状況

2721

45.8

マスクなど衛生用品や日用品の購入が困難

2673

45.0

家事負担の増加

2742

46.1

ストレスや不安に感じていることはない

163

2.7

その他

368

6.2

問８－１．問８で選んだもののうち、一番ストレスや不安に感じていることはどれですか。
n

％

1636

27.5

自由に外出できない

987

16.6

家族以外との時間が持てない

193

3.2

子どもとの関係

280

4.7

配偶者との関係

104

1.7

労働環境の変化（在宅勤務や自宅待機などへの変更等）

430

7.2

1172

19.7

マスクなど衛生用品や日用品の購入が困難

211

3.6

家事負担の増加

486

8.2

33

0.6

その他

202

3.4

無回答

209

3.5

5943

100.0

新型コロナウイルスへの感染

世帯の経済状況

ストレスや不安に感じていることはない

合計
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問 ９．新型 コロナウイルスの感染 拡大を受 けて、保護 者のために必要 だと思うサポートについて、あてはま
るものをすべて選択ください。
n

％

571

9.6

子どもを見てくれる場所 （保育所・幼稚園・学校・学童・子どもの居場所等）

1987

33.4

雇用の継続

1650

27.8

収入の補償

3603

60.6

コロナ関連の支援策等に関する情報提供

1552

26.1

保育所や幼稚園、学校との定期的な連絡

1887

31.8

就学援助や奨学金など、学校生活に関する支援制度の情報提供

1456

24.5

企業や自営業者への支援 （在宅勤務へのサポート、休業補償の拡充等）

1710

28.8

水光熱費の負担軽減

3000

50.5

給食費の減免

2066

34.8

無償または低価格のお弁当の配送サービス

1677

28.2

学校でかかる経費（教材費や授業料等）の負担軽減

2459

41.4

保育料（保育・幼稚園・学童クラブ）の負担軽減

1465

24.7

児童手当や児童扶養手当などの増額

3080

51.8

211

3.6

子育てや配偶者との関係について相談できる機関

その他

問 10．あなたの世帯では、新型コロナウイルスにより、仕事にどのような影響がありましたか。
n

％

1251

21.0

345

5.8

家族の誰かが在宅勤務になった

1520

25.6

収入の減少につながるような仕事の時間の減少があった

1537

25.9

解雇された、または休業せざるを得なくなった

743

12.5

その他

526

8.9

無回答

21

0.4

5943

100.0

影響はない
勤務時間が増えた

合計

問 11．新型コロナウイルスの影響で、世帯全体の収入に変化はありますか。
n

％

1651

27.8

38

0.6

すでに収入が減っている

1745

29.4

今後、収入が減る、または減る恐れがある

1884

31.7

618

10.4

7

0.1

5943

100.0

現在も今後も変化はない
収入が増えた、または増える予定

わからない
無回答
合計
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問 11-1．問 11 で「３．すでに収入が減っている」「４．今後、収入が減る、または減る恐れがある」を選ん
だ方にお聞きします。
どれくらい減りましたか。
n

％

１～３割減った

1896

52.2

３～５割減った

787

21.7

５割以上減った

521

14.4

まったくなくなった

302

8.3

無回答

123

3.4

3629

100.0

合計

問 12．あなたの世帯全体の昨年 1 年間の手取り所得はいくらぐらいでしたか。
n

％

766

12.9

200－400 万円未満

1965

33.1

400－600 万円未満

1575

26.5

600 万円以上

1046

17.6

わからない

200

3.4

答えたくない

386

6.5

5

0.1

5943

100.0

200 万円未満

無回答
合計

問 13．あなたの世帯構成をおしえてください。
n

％

1091

18.4

195

3.3

4116

69.3

ふたり親世帯（祖父母などと同居）

372

6.3

その他

161

2.7

無回答

8

0.1

5943

100.0

ひとり親世帯（親と子どものみ）
ひとり親世帯（祖父母などと同居）
ふたり親世帯（親と子どものみ）

合計

18

【保護者票】自由記述（一部抜粋）
１．休校に関連した内容

休校について

●生活が大きく変わり、子どもも自宅で習いもしない課

●休校になり、しばらくすると子どもに初めて口内炎がで

題に追われ、親子共々不安な毎日です。私自身が教育

きた。栄養バランスを考えてくれている学校給食のあり

関係者なので、学校関係の情報は比較的早く知ること

がたさ。身に染みて感じました。（母親）

ができますが、学校現場も延長により課題を作成した

●学校の休校が一番困る。男３人兄弟全員サッカー部

り、行政からのアンケートを保護者に連絡したりと慌た

（小・中・高）で勉強と部活とで忙しくしているはずがず

だしく動いています。そんな中、「先生方はヒマでしょ。」

っと家にこもってゲームやスマホばかり。宿題は出てい

と言われるなど、現実は厳しいものです。9 月入学制な

るものの大したことない。ゲームへの依存、学力の低下、

ど、色々な案が上がっていますが、子どもたちのために

運動能力の低下と子供のすべてが心配。しかも 5 人家

も早めの判断をして頂きたいです。今は自宅で過ごす

族の３食を毎日作ることへのストレス。自分の仕事はそ

ことを第一に、今しか持てない家族の時間を大切に子

のまま変わらないので買い物など家事が増加。生協の

どもとストレスなく過ごしていきたい！ そして、早くコロ

宅配を利用して少しは楽になってはいるが。（母親）

ナの影響が落ち着くことを祈りたいと思います。（母親）

●子どもが学校へ行きたいと言ってるのに、何もしてあげ

●長男は知的障がいがあり、休校中は支援が必要であ

られない。学校からの課題も具体的じゃないから、保護

る。共働きで交互に仕事を休んでいるが、そろそろ限界

者が考えないといけないのが大変。（母親）

である。障がい児の居場所作りやサポートがないと、共

●自粛で守ってきた子供達の健康状態。登校日の実施は

働きを続けるのは難しい。（母親）

とてもとても不安。知的障害のある息子は気管支が弱

●保育園や小学校の早期開始。どうにか工夫して、せめ

いので本当に怖いです。子供 4 人家にいる事で食費

て生活リズムがくずれないように、登園、登校させてほ

はかなり大変ですが休校延長は感謝。（母親）

しい。親も精神的にきつい。子供と一緒にいることだけ

●子供が今年高校に進学したのですが、授業が再開で

が、幸せだとは思わない。（母親）

きず課題で何とか頑張っています。先生方も大変な苦
労をしているかと思いますが、再開した時に、両者が負
担にならないように教育委員会の取り組みに注目して

休校中の学校からの連絡について

います。学びの時間は誰にも平等でありますように。
（母親）

●新一年と六年の小学生がいます。学校に行くことを心

●小学校教諭です。教諭もエッセンシャルワーカーと捉え

待ちにしていますが、担任の顔も知らず、また電話での

る意識を社会に持って欲しいという記事に賛同しまし

連絡も学校からありません。子ども達の事を本気で気

た。実際に、私は子どもを祖母に預け出勤し、休校に伴

にかけているか、不信感が募ります。（母親）

う対応に追われている日も多い。入学式後の過ごし方

●学校側は課題の提供や電話等での健康の把握をして

は、4 月から休校延長の度に、期日の変更始め再検討

くれているのでこの様な状況での対応には満足してい

した。教育現場も出校日がいいのか、コロナのリスクか

る。県教育委員会も休校としているのに登校させる機

ら子ども達を守れるのか、何が正しいのかわからない。

会を設定し子供達が接触する機会をなぜこのタイミン

保護者対応で戸惑う時もあるが、どの家庭も大変なん

グでもたせるのか何のためなのか説明を聞いても理

だろうと、気持ちに寄り添うことを大切にしている。休校

解に苦しむ。（父親）

中、児童名簿を作成したり、名前を書いたりする度、ど

●休校が長引き子どもの学びの機会が奪われている。小

んな子かな？と、出会いへの期待が膨らむ。早く、子ど

学生が特に時間をコントロールできず、ゲームで時間

も達の笑い声が学校に戻る日が来ますように。（母親）

を潰している。学校からは簡単なプリントが配られただ
19

けで、文科省のサイトで勉強しようにも子どもはのって

を受けられるよう早急に整備するべき。また、家庭学習、

こない。書店でドリルを買ってやるぐらいになっていま

保育により生活費は逼迫されているので、福井県勝山

す。連休前にやっと担任の先生から初めて電話がかか

市のように子ども 1 人につき追加給付をするべき。

ってきたけど、親に子どもの様子を確認するだけだった。

（母親）

もっと子どものモチベーションを上げる工夫を学校にし

●小学生の子どもに与えられる課題も少なく、１日の大半

てほしい。（母親）

を暇して過ごしている。小学校の先生からの直接の連

●仕事が極端に減り今後の生活に不安がある。中学生

絡がもう少しあると助かる。（母親）

がいるが、学校側からは HP を見て下さい…。だけで

●学校からの課題がひどい。春休みから一度の回収もな

新学期に入ってるが直接担任からの子ども達の様子

く、やりっぱなしの丸投げ。子どもだけではできず、親が

を伺うことが無いのは時代ですか？ほったらかしの印

付きっきりでなんとかやらせている状態。笛の練習や音

象は否めない。学校に関しては色々あります。（母親）

読など、１人でできない、やればいい系のもので、まっ

●今年小学校一年生になる子供を持つ母です。卒園後、

たく時間潰しにもならない。数秒で終わり、YouTube。

入学式にも参加できずに居たため、本人がまだ小学生

先生方は毎日出勤しているようだから、分散なりなんな

になれないと肩を落としていました。親から出来ること

りで対応して欲しいです。オンライン授業も低学年１人

は何だろうと日々模索し、自宅で『もう小学生のお姉ち

ではできないと思う。（父親）

ゃんなんだから早起きしなきゃ！』等と声かけをしたりも

●教育委員会や学校が休校を指示するだけで、なんの

していましたが、本人にはピンと来ておらず可哀想でし

学習環境も提供できていない事に憤りを感じます。企

た。そんななか、学校の先生方からのお声かけやお電

業等がテレワークなどで仕事のやり方を模索して実行

話を頂いたりして安心する事が出来たのは本当に感謝

している中、教育機関はなにをしているのでしょうか？

しています。ありがとうございました。新型コロナウイル

書店でドリル等を購入して家庭学習は行なっているが、

スの終息を願います。それから、今年度も入学式が無

学校で教えるべき内容、学校でしか教えられない内容

事に執り行われる事を切に願っています。（母親）

があるはずですが、なにもアクションがなく学校はなに

●登園自粛をすることは感染拡大防止や感染のリスクを

をやっているのかと疑問を抱かざるを得ません。（父親）

抱えながらも働いてくれている教育従事者にはとても
感謝しているが、元気ですか？などの発信もなく、登園
自粛してもらうことが当たり前のような感じになってい

自宅での学習面の取り組みについて

る。登園自粛している家庭の中には子どもが複数いる
人もいて、子どもはもちろん、大人もストレスが溜まり、

●勉強意欲が落ちないように小学生には模擬授業をた

ひどければ虐待なども増えるのではないかと感じてい

まに行っているが下の子達との兼ね合いでよく脱線す

る。（母親）

る。（母親）
●未就学児が保育園自粛してる中で、中学生の子に勉
強を教える事が非常に難しい。また、親の判断で戻り
学習をさせた方が良いと思い、学校の課題と併せてさ

学習面における学校の対応について

せてるが、この方法が正しいのか時々不安になる。それ

●子供の学力、体力低下が非常に気になります。学習に

に、子供達が常に自宅にいる為食費もバカにならない

取り組むのも集団の雰囲気がとても必要ということを、

ほどかかるし、マスクやアルコール系の除菌グッズを

痛感しています（母親）

馬鹿みたいな値段でも購入してる為、家計が非常にひ

●学習はチャレンジなどをやっていたので問題ないが、

っ迫してきている。（母親）

学校からはプリント少しだけ出て丸投げ状態なのは、

●毎日学校からの課題があり、学習がおくれないように、

子どもの権利条約における教育を受ける義務を国や

励ましながらさせているが、本人たちはたくさん宿題が

県、市町村が放棄していることになり、この自粛期間で

出されていると思っているので、やる気がない。また、仕

さらに教育格差が生まれると思います。教育にお金を

事がおわり帰ってから学習をみているので、負担が大

投入し、オンライン授業の整備など誰でも平等に教育

きい。定期的に、担任からの電話など励ましの連絡やこ
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ども達への学習支援として、Web 学習など導入してほ

いと言わないとやらない。が、日中は私も仕事に出てお

しい。（母親）

り帰宅後やらせる感じだから、1 時間勉強が出来ない。

●学校が再開されても感染が不安だし、休校延期になっ

学校からの宿題もがんばりノートのみで全く学習が出

ても学業が不安。自宅で 4.5 月分の勉強は教えている

来てなくて学力低下に繋がっている。オンライン授業を

が、私達の時代とは違う解き方になっていたり、中学年

して課題をこまめに提出しないといけないという義務を

高学年になると教え方も難しい。今の所いやいやなが

与えればもう少しやるのかなと思う。とにかく、生活リズ

らも親の出した課題をやってくれているが、それも手探

ムが狂いに狂っており心配です。（母親）

り状態で身になっているか分からず。（母親）
●子供の家庭学習を支援するため、母親は勤務時間を
減らしている。（父親）

オンライン授業について

●学校の課題が多すぎる。仕方ないかもしれませんが、
新中１。まだ習っていない単元を予習となると、保護者

●休校が長引き、内地の学校がオンライン環境を整備し

が教えなければならない。そして、そこを小テストします

たりするニュースが次々入り、また世界各国でも休校

とか、やったものとみなして次に進みますは、兄弟が多

開始とほぼ同時に ICT 授業が始まっているのに対し、

い家は手が行き届きません。外に出れないストレスに

住んでいる自治体からも何か施策が打ち出されるの

加えて、またストレスです。（母親）

ではと今か今かと待ち構えて 2 か月あまり..殆ど放置

●学校から夏休みのような宿題を出されたが、家事の増

され続け、待ち疲れてしまいました。子どもの立場に立

加に加え、仕事体制の変化による仕事負担増加があり、

って動いてくれるはずの機関が、まるで他人事のように

宿題を見てあげられる余裕がない。我が家には発達障

見えて驚きと失望を感じます。沖縄の学力推進にあん

害の子が二人おり、一人で出来るレベルではない宿題

なに力を入れていたのにバランスがとれていません。

を手伝う負担、また、手伝えなかった場合の、学習面で

冬にもコロナの流行が心配されていますが、次回じゃ

の格差不安。提出期限を守れなかった場合、内容に不

なくて今です。親身な対応とスピードある実務をお願い

足がある場合の内申点減点等への不安があり、学習

したいです。（母親）

面での柔軟性を持った学校の対応に期待しています。

●オンライン授業で視力が落ちそう。（母親）

（母親）

●自粛中でも、子供たちにとっては、学校との結びつきを

●学校からの宿題課題が多すぎます。とても負担になっ

保つことが、メンタル面での安定を保つ上で大切なこ

てます。親も教育に責任持つのはわかりますが、先生、

となのではないかと感じています。電話、メール、オンラ

学校は家庭へ押し付け過ぎる、親は仕事も生活もあり、

インでの学習、もしくは、YouTube を使った授業など、

大変です。毎日家族で喧嘩が絶えません！（母親）

何か、できることから試行錯誤しながら始めてほしい

●学校から web 教材の ID とパスワードの配布があった

です。（母親）

が、自宅にインターネット環境がなく使用できない。ま

●子どもたちの勉強のために、タブレットを最低1 台提供

た、うちの子は学習障害で文字を読めても書くことが

してほしい。あわせて、ネット環境を充実させてほしい。

苦手なため、配布されたプリントやドリルは本人の負担

（母親）

感が強くなかなか進まない。もし web 教材が使えたら

●家族以外の人と会うこともしゃべることもできない子供

本人の負担もなく勉強できるが、ひとり親のわたしには

達の方が大人よりもストレスを溜めていると思います。

一から PC やネット環境を揃えるには経済的負担が大

特に学校はオンライン(zoom など)で朝の点呼をする

きく厳しい。もしタブレットや Wi-Fi の低額貸出があれ

とか、学級便りのメール配信とか、何かしら子どもの普

ば助かります。（母親）

段の活動範囲の人と繋がれる対策を求めます。今、勉

●高校生の息子がいますが、学校から課題を出されてい

強より求めるものは心を通わせることです。（母親）

るのですが何度言ってもやってくれず、学校が始まった

●子供は基地内の小学校へ通っています。一年生です。

時に未提出だと、どうなるのか心配です。（母親）

学校が閉まり、約 2 ヶ月、自宅にて月〜金は毎日自宅

●子供達が全く学習意欲がなく、ゲームばかりしている。

で勉強しています。月〜金は 1 日 15 分ですが、オンラ

1 日 10 時間以上ゲームや動画を見て勉強はやりなさ

イン(google meet)でクラスを 10:30 から受けていま
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す。毎日こなす課題は学校のホームスクールの専用ペ

●受験生がいるためかなり不安。これまで同様の入試が

ージより確認し、課題毎に詳細があり、ビデオで説明や

行われるのは、今学年の子どもたちにとって不公平だ

授業があったり、大変分かりやすいです。他にもクラス

なと思います。（母親）

を受けたい人は文化のクラスなどの特別授業も受けれ
ます。ヨガクラスなども受けれます。クラフトや、実験な

学校再開に向けて

どは、作った物を写真で撮り、先生にメールをします。教
材などは 2 週間分を毎回取りに行き、終わった教材や

●室内で運動出来る器具を実家から借りた。毎日決まっ

プリントをその時に先生に渡します。学校は 6 月半ばか

た時間に運動させるようにしたら少し落ち着いてきた。

ら夏休みが始まり、9 月から新学期になりますが、新学

ただ、学校への意識がどんどん減って、もう学校二度と

期までは学校が閉鎖することが先日決まりました。です

行きたくないと泣くことがある。（母親）

が、学校の勉強へのサポート体制がバッチリなので、

●こども達が家にいても、親は仕事で日中出ている事も

あまり不安はありません。パソコンが家にある事が条

多く、こども達はずっとテレビや SNS やゲームばかりし

件にはなりますが…このような取り組みが日本にもあ

て、運動や学習への意欲がほとんど無く、学校再開した

れば、休校中でも子供達にはある程度規則正しい生活

後のケアが心配。（母親）

と勉強をさせる事ができると思います。（母親）

●私は 1 人親ですが、幸い減収等はなく近くの実家と協
力しながら過ごしてます。心配なのは、これだけの期間
勉強から離れてしまうと、新学期スタートしても登校で
きるかどうか。長男は発達障害があるため、環境の変

受験に向けて

化に弱い。学校へ行く事に面倒くささを感じ不登校に

●子供が高校三年生で、県外大学進学を希望しています。

ならないか不安。（母親）

コロナのせいで、学校も塾も休みになりました。部活も

●いつまで続くか分からず、今年小一年の子は、友達も

できず、このまま引退かもしれない、と覚悟はしていま

作れず。いざ学校が始まった時が心配。少しでも交流

す。子供は、家で、運動やオンライン学習や課題に熱心

の場があれば良いのですが。（母親）

に取り組んで頑張っていますが、先が見えず不安です。

●課題の答え合わせをして、間違ってるところを教えてや

学力面も心配だし、この状態で、受験のスケジュールは

り直しさせるが、最近は学習意欲が低下してるのがわ

通常通りなのか？この世代は、英語の民間試験導入や

かる。突然、頭痛い、気分悪いと不調を訴える事が多く

記述式試験実施で二転三転してきたので、ますます不

なった。また、最初は早く学校行きたい、友達と遊びた

安です。さらに、進学後の生活にも様々な不安がありま

い、と言っていたのが、そのまま学校行きたくないと言う

す。（母親）

ようになった。（母親）

●他県や私立学校（休校になっていないまたは休校期間

●自粛でずっとお家にいて学校が始まった時に運動不足

が短い、オンライン授業を進めている学校）に比べて学

とか、授業に集中できるのか心配。（母親）

習が遅れてしまっている。今年大学受験を控えている

●息子は 1 年生です。コロナが完全に終息しない中で学

子供がおり、他県を受験する予定だが、学力に差がつ

校が始まった場合は感染リスクを考えて自主休校させ

いてしまっており、非常に心配である。（父親）

ないといけないかなとは思っていますが、まだ一度も学

●今年度、高校受験生である息子の学習が出来ていな

校に行ったこともなく、お友達もこれから作るという状

い。自宅環境で学習する習慣がなく、学習を促してもな

況で自主休校させると勉強だけでなくお友達関係の不

かなか手をつけてくれない。また、本人も学習の遅れに

安も出てきます。かといって感染リスクが完全にないと

対して危機感もないことも懸念。（母親）

はいえない中での学校生活は非常に不安です。（母親）

●子供が中学 3 年生の受験生なのですが、学校で受け

●学校が再開されたら、制服を着て学校に行きますが洗

ていた 6 月の検定の実施がどうなるかわからないまま、

い替えがなく毎日同じものを着させるのは危険だと感

個人の申し込みが終わっていて、この時期の検定が受

じる。（母親）

けられないと、次の検定では、推薦にまにあわず、とて

●不十分な収束状態で学校が始まるのがすごく不安。何

も困っています。受験生なの不安です。（母親）

ヶ月でも休んでいいと考える。もしくは今後数か月間は
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自由登校にしてほしい。勉強の遅れが重大だと思う人

●県立高校 3 年、高校生でも精神的にしんどそうだった。

は学校に行けばいいし、コロナ罹患リスクの方が重大

一緒に筋トレした。学校に対する不満は、課題出しっぱ

だと思う人は休ませればいい。（父親）

なしでフォローなし、各家庭に電話などの対応が取れ

●この状態で、新学年を始めるのがすごく不安…うちの

なかったのか疑問。授業料払いたくない。（母親）

子どもは喘息なので…休みが長引くのも不安ですが、
登校して感染する可能性があるほうがそれ以上に不安。
（母親）

９月入学について
●政府では９月入学の検討がなされていますが、大反対
です。今年度は大学進学受験生の子どもがおり大変心

学校行事・大会・夏休みについて

配しています。ひとり親家庭の為、来年度の入学が延

●夏休みを減らすことばかりで、各週で土曜日学校にし

期されると生活費や学費が余分にかかるし、一部の高

たり、行事を減らすなりの方法が全然聞こえてこない。

校 3 年の意見だけで日本中の高校 3 年が賛成してい

夏休みを減らし、子供達のモチベーション、集中は続く

る訳ではありません。実際、我が子はこの論議でストレ

のだろうか？外出できない今こそ楽しく遊べる夏休み

スが溜まっています。私は現在失業者で、基本手当も

を心まちにしてる親や子供は多いとおもう！（母親）

残り一週間分しかありません。しかし、就職もままなら

●高校3 年の息子の大会がすべてなくなり、インターハイ

ない状況でこの先どうしていいのか、死にたい気持ち

までなくなったら、生涯学習からの努力を見てきてるの

になります。（母親）

で、かける言葉も見つからない。（母親）

●学校が始まらない事への不安。受験。９月入学、始業を

●今後、学校がいつ再開できるのか？また、行事を無くし、

切に思う。教育を受ける権利、社会権をちゃんと考えて

夏休み短縮や土曜授業などの話が出ているが、通常

ほしい。大人の半年と子供時代の半年は濃さが違う。

より長い学期となることで、子供たちが疲弊してしまわ

（母親）

ないか？心配が尽きません。まずは、PC などのネット環

●9 月入学、始業式の検討は、コロナウイルスの感染収

境を整えて、登校できなくても授業ができ、学校とつな

束、予防、治療が出来てからの話しだと思います。安易

がるようにすることをめざしてはどうでしょうか。（父親）

に実施すれば学校現場が混乱するのは見えています。

●子供たちの学校生活がとても不安。1 日でも早く普段

まずは、オンラインで、学校と家庭が繋がる事、学校及

通りの生活に戻って、できることなら、高校生活最後の

び各家庭の ICT 環境整備、PC 購入を進めて行く事が

高校総体などの部活も機会を与えて欲しいです。これ

重要であり、その先にオンライン授業があると思います。

以上、辛く悲しい思いをさせたくないです。（母親）

（母親）

●子供達の勉強がおくれている。勉強に対してやる気が

●子供たちが心配。しかも今年度進学予定だったため、

無くなっている。今年度だけは、夏休みをコロナで休校

人生一度の貴重な新一年生の時間が 2 人とも減らさ

になった日数分、短くするか無くすかしてほしい。（母親）

れている。自分は 9 月入学賛成です。というか、9 月制
にしてほしい。今年度からが無理なら、今年度を 18 カ
月期間とし来年 9 月からの制度導入はいかがでしょう。
何ににせよ、子供たちの学生生活の期間が短くなるこ

学費の負担について

と、間に合わせるために夏休み返上などの負担を強い

●休校している間の学費を含む諸経費の支出がある事

ることがあってはいけない。2 児の親として言わせても

に困っている。（母親）

らえれば、教育について今が考える時ではないのでし

●高校生がいます。校納金の支払いは理解できますが、

ょうか。（父親）

授業を全く受けていないにも関わらず、授業料の引き
落としがされていたことは腑に落ちないです。就学支
援のある世帯は関係ないでしょうが、自己負担してい
る世帯には払戻してほしいです。（母親）
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２．保育所や幼稚園などの閉所・登園自粛に関連した内容

保育所・幼稚園の休園について

形外科を受診するはめになってしまった。ずっと家にい

●保育園が休みの為嫁が仕事が出来ず収入が激減して

ることのストレスにより今後の発育に影響がないか心

いる。（父親）

配。（母親）

●中学生の長女が保育園児の次女の面倒を見ている

●介護の仕事です。介護の仕事をしてる人のこどもは優

（母親）

先的に保育園に預けられるというのは、ありがたくも思

●子供と一日中家におり、普段過ごせない時間を楽しめ

うが、仕事休む理由がなくなる。本音→私は自分のこど

る反面、外で思いっきり体を動かせないことがお互い

も達をステイホームさせたいのです。こども達の預け先

にストレスを感じている。特に集合住宅だと、幼児は階

での感染もありえる。うちが感染源になることだってあ

下への配慮が理解できずまた説明が難しい。また、保

る。毎日不安です（母親）

育園へ登園できないことについては、夫婦の職場が休

●４月から主人が離島で単身赴任になったため、保育園

業要請されていない業種だが、登園は許可されず、お

休園中の子供の面倒を全部一人でみなければならな

互いに勤務を調整し年休を消化している状況。職場の

い。ストレスがたまっても外出自粛で吐き出せない。大

理解はあるが、在宅勤務できる業務でないため、夫婦

人と喋りたい。（母親）

間での勤務調整もストレスになっている。感染や保育

●子供が保育園にやっと決まってくれた時のコロナ。お金

士の負担を考えると、保育園に無理やり預けたいわけ

も必要なので働きたいのですが、休校、休園になり、面

ではないが、すべての企業が在宅勤務や交代勤務が

接を受けた仕事も全部落ちてしまいました。それなのに、

行われているわけではないので、行政から特に中小企

6 月 20 日までに勤務証明書を出さなければ、せっか

業への周知や要請をしてほしい。（母親）

く入れた保育園も辞めさせられてしまいます。市で対応

●保育園に入園したばかりなのにまだ 4 日しか行けてな

もしてくれず本当に困っています。（母親）

い。早くコロナが終息して自粛期間が終わり、保育園に

●3 人年子(3〜0 歳児)、保育園に預けられなくて困って

1 日でも早く通わせてあげたい。マスクやハンドソープ

います。普段から夜間はワンオペで大変なのに、日中も。

などが手に入りづらく、困っている。早く家族みんなで

在宅ワークだけど、仕事どころじゃない。遠く離れた親

外出して遊びに行きたい。（母親）

は介護もあるので、そこまで頼れない。外に連れ出す事

●在宅勤務が可能な方は、家庭保育をお願いします、と

もできないし、つい子供達にも強く当たりがち。食費も

市町村から通知がありました。幸い在宅勤務や特別休

ストレスも凄いです。（母親）

暇の取得が可能な職場で働いていますが、在宅勤務と

●保育士です。感染が怖いです。医療従事者以外にも仕

家庭保育の両立はどう考えても無理です。ほどんと仕

事が休めない、休みにならない家庭は沢山あります。6

事が出来ず、職場や同僚に対して後ろめたい気持ちで、

歳以下の子を持つ家庭は収入保証付きで休める社会

特別休暇にしても働かずにお給料をもらうため申し訳

になって欲しいです。自分自身の子をリスクのある中預

なく思っています。祖父母に預けてでも仕事に行くべき

けて、他人の子どものお世話をするのは心が痛いです。

なのか悩んでいます。（母親）

（母親）

●我が子の小学校休校、保育園登園自粛要請があるの

●保育園勤務だが、特別保育期間は徹底して医療関係

でなるべく自分で世話をしているが、週に 2～3 回は勤

者などごく一部の登園を徹底してほしい。 祝日あけ、

務する必要があるため、休めない日には同居する義理

感染者0 が続いている為気持ちの緩みが心配である。

の両親に子を預けている。しかし、高齢(75 歳以上)な

どこかで緩めてしまうと特別保育期間であっても普通

のと、3～7 歳の男児 3 人を同時に世話をしなければ

に預ける家が増えかねない。 保育の現場は消毒を徹

ならないため体力的、精神的にも限界がきているため

底しても、窓を全開にしても、保育士と子どもが密以上

祖父母の体調面が 1 番心配。それに加えて、子供たち

の密着状態。抱っこをしたり、甘えて顔をくっつけてくる

は外出できないためストレスがたまり、ケンカや戦いご

子もいる。到底離れて保育をするのは無理である。子ど

っこが増えている。それで 1 人が怪我をしてしまい、整

もはマスクをできない。 子どもからうつるのはもう仕方
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ないと諦めることはできるが、それよりも、自分がうつし

がそうなのか？と思うとコロナが収まり登園が始まった

てしまうような悲しい結果にはしたくない。 何故、特別

時、切り替えが出来るか…。（母親）

保育なのか、子どもがコロナに感染をしたら病院に預

●一斉休校でない幼稚園児について、園での感染と同

けるしか出来ず、面会もできないことを知らない親が

時に逆にこちらから持ち込む恐れがあることから自主

多いと思う。特別保育はこういう事態を避けることでも

休園しているが、八割ほどの家庭は登園させているら

あることを伝えてほしい。（母親）

しい。それについて責めるきはないが、まるでうちの家

●浦添市はだいぶ早く休園になり、仕事も行けず、収入も

庭が「幼稚園に行くと移るから休む」という風にとらえ

減った方が多いと思います。他の市町村は保育園は開

られていないかと気になる。（母親）

いてます。預けて仕事行けます。休園で仕事行けない人
に対して何かをしてほしい。全市町村一緒にされるの
はいい気しません。（母親）

保育料について
●家族の誰かがなってしまうととても大変なことになるの
で、不要不急の外出はしない、出かけるときも、父親か

行政や園の対応について

母親のどちらかが行くようにしています。ただ、4 番目

●保育園の先生達が保育園に預けてほしくないみたい

の子が、認可外保育園に入っていて、不安なため、家庭

で、いやな顔をする。医療従事者。「土曜日も本当に利

保育にしているが、認可外は日割り計算をしてくれませ

用されますか？」とか、仕事だから仕方ないのに、こち

ん。そのへんがとても困っています。あと、家族がずっと

らとしてもイライラするところがある。（母親）

家にいるため、光熱費、消耗品代、食費がとてもかかっ

●両親ともに医療従事者だが、子どもをみてもらっている

ていて大変です。（母親）

保育士に、勤めている病院に感染者が出たと報道があ

●4 月は仕事が営業出来ない状況で子供を 1 回も保育

った翌日に大丈夫なのかと遠回しに保育拒否ほのめ

園へ預けてないのに保育料が 36,000 円かかる事が

かすような言葉を直接言われた。子どもはまだ小さく幸

家計に苦しい。（母親）

い意味はわからなかっただろうが、子どもの前でそれ

●子ども達はそれぞれ私立保育園、認可外保育園です。

を言える神経を疑い、不信感がわいて、また本当に医

この 2 か月、通園していない保育園代、給食費などの

療従事者差別があるんだととてもショックだった。とても

出費があります。退園も考えてはいますが、１歳の子ど

辛くて涙がでた。今やコロナ感染は明日は我が身であ

もはやめると再入園先が見つからない可能性が高い。

り、そのような医療従事者差別発言を行うような人であ

認可外なので仕方ないとは思うけど、、、。家の中では

っても、もし感染したら医療従事者は診療拒否せず診

お互いストレスにならないようになるべく干渉しないよ

ている。コロナ感染はみな怖いと思うが、それは医療従

う努めています。今はゲームもビデオも解禁。夫が子育

事者も同じであり、ましてや感染もしていない子どもを

てに参加してくれるのでうちはなんとかなっているが、

差別するなんて許されないことだと思う。今回の保育士

虐待寸前の親も増えると思う。普段仕事している母親

はじめ、みなさんにはそれを忘れないでもらいたい。

にとって急に子供とかかわる時間が増えるのはそれく

（母親）

らいストレス。自分の子どもなのにって思われるかもし

●(今は保育園休園になりましたが)登園自粛の時に保

れないけど、人の心はそんなに簡単にはいかない。どこ

育士から｢小学生が居る家庭は家庭保育して下さい。

かで子ども達が逃げ場のない家の中で苦しんでるか

○○さんもそうしてます。｣と言われ、その日の文書には

もしれない。先生たちは電話を通してでもいいので子

｢保育士にも子どもが居ます｣｢保育園は 3 密無しで保

ども達と（もちろん保護者も）少し話をできないだろう

育は出来ません。憤りを感じる｣等記載されていました。

か。健康観察や家庭保育、家庭学習のアドバイス、たわ

気持ちは分かりますが、保護者も預ける以上は考えう

いない話でもいい。声からでも伝わるものはあると思う。

るすべての感染予防策はとった上で保育をお願いして

（母親）

いるはずです。手っ取り早く園児を減らす為に、前出の
保育士の独断かもしれませんが…。園の考え、気持ち
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あ

３．学童クラブなどの閉所・登園自粛に関連した内容

学童クラブの閉所・登園自粛について

あればお休みして子供達と家で安全に過ごしたいです

●ウイルスに関しても心配だが、収入が減り、仕事をせざ

が、仕事柄そうもいかないのでリスクをおって仕事して

るをえない状況なのに、学童、学校の休校が長引いて

いる事、何か臨時ボーナスも欲しいぐらいです。また中

貧困になりつつある。（母親）

学生の子も日中自宅で 1 人で過ごしているので不安

●子ども達を三蜜の学童に預けるのは怖くて在宅勤務を

です。（母親）

させてもらっているが、対人援助職のため在宅で出来
る事は少なく職場に申し訳ない。外出出来ず親子共に
ストレスが溜まり衝突が増えた。発達障害傾向の子供

学童クラブの対応について

は既に学校に行きたくないと言い始めており、登校開
始となったさいに情緒面や学習面でどうなるか心配。

●転勤族共働きで、子どもの預け先として学童クラブし

（母親）

か頼る場がないのに、学童クラブからの圧力が強く、預

●学童に預けられなく、主人は以前と変わらず出勤、やむ

ける度に小言を言われ、ストレスが溜まる一方…。（母

なく私が子供を見る事に。が、私もずっと休む訳にはい

親）

かず、小学校２年生を午前中だけお留守番して貰って

●保育士をしています。保育園は、子どもたちの受け入れ

いる。怪我とかないか、ドアを開けるまでヒヤヒヤです。

をしていて仕事に出ないといけないのですが、私の子

周りに頼れる人がいないのはとても辛い。（母親）

ども(小学生)の学童が受け入れを快く思っていなくて、

●学童も感染のことを考えると怖くて預けきれないので、

結局預けづらくて、特休や在宅ワークを余儀なくされて

上の子に見せているが、朝から夕方まで子ども二人と

います。また保育園じたいも特別休暇の日数を１人４日

いうのが、とても心配。数日なら良いが、これだけ長期

程とされていてそれ以上に休みをとらないといけない

間だとやはり、いろいろ気になる。（母親）

ことになると給料が減ってしまうのではと不安です。

●ひとり親世帯、学童の預かりに感謝しているとともに、

（母親）

学童が負担ではないかと感じながら預けている。親は

●私が医療機関で働いており在宅ワークはできません。

福祉業で休業要請はなく有給や欠勤で子供との時間

医療機関で勤務していることで、子どもが“コロナがき

を作っているが、やはり生活面で長期の休みは無理が

たー”等といわれ、他の保護者からの意見もあり、学童

ある。私が感染して持ち帰らないか等、不安です。今後

にすらいけず、医療現場を、今休めるわけもなく、低学

延びるかわからない状況で収入や家賃が払えるか心

年の子どもを自宅において働いている現実があります。

配です。（母親）

それでも勤務を一時間はや上がりさせてもらったり、出

●病院勤めなのですが、保育園は利用者が、少人数です

来る限りの調整しても給与は減り、子どもは泣き…何

し、比較的安心して預けられますが、小学生の子供を預

が大切なのか分からなくなります。知事や医師会の

けたいのですが、学童は、人数が多かったりで、不安が

方々が、医療現場への偏見などしないようにといわれ

強いです。小学校と連携して、食事の時とか少人数で

ていて、疲れきった中でしたので涙が出ましたが、状況

見てもらえるとありがたい。（母親）

がかわったわけではありません。今は工夫というよりも、

●仕事の関係で学童に行っているが、毎日お弁当持参

日々、医療人として責務を果たし、生き抜く、子どもを守

のため食費がかかる。またお弁当の準備などで時間を

る、それだけです。ですが、自身はなんといわれても、我

取られるため、子供との時間が減っているように感じる。

慢できますが、子どもに影響がでたことを考えると来年、

（母親）

医療人としてたてるか自信がないです。（母親）

●仕事が学童勤務なので勤務時間が増えましたが、約２
ヶ月私も感染するかもしれない、子供にも感染させる
かもしれない不安のストレスや体力的に限界がありま
す。夏休みより長い期間で本当にキツイです。補償が
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いことへの葛藤があります。また、勤務している園は認

学童クラブの利用料、補助金等について

可外なので、行政からの支援などはほとんどないよう

●学童クラブに通ってる息子がいますが、協力要請にて

な状態です。子どもを預かっている責任は認可の学童

家庭保育をしてます。しかし学童保育料は補助が確定

クラブと同じです。現場の負担は重くなり、職員の給与

してない為変わらず徴収するとの事です。自粛生活が

の支払いなど経済的にも厳しい状態です。休校期間中

続く中、予定していた仕事復帰が出来ず食費、光熱費

だけでも何らかの支援を受けさせていただけないかと

も増え厳しいです。保育園同様に返金があると生活費

切実に思っています。（母親）

にまわせてとても助かります。（母親）

●学童保育の仕事をさせて頂いてますが、国、県、市から

●学童が休みになった。両親ともに県外出身で学童以外

は全くといっていいほど補助金もありません。3 月の休

に預け先がない。私は医療従事者だが、父親が建設業

校処置にともない、朝から夕方まで開所していますが

のため特別保育の対象に当てはまらない。だからとい

ほんとうに微々たる補助金です。東京は、学童保育に

って、父親の仕事が休みになるわけでもなく、結局は父

20 億円の補助金が上乗せされました。沖縄は特に一

親が仕事を断って家庭保育したが、その間の父親の収

人親世帯、共働きが多い県です。経済を戻すには、やは

入がない。2 週間ほどなら、お互い仕事を調整すること

り保育所、学童保育などの存在は必要となります。お願

はできるし、金銭面もなんとかなるが、休校が延長され

いいたします。どうぞ非常事態宣言に見合う補助金と

たことで、どうすればいいのか本当に困まった。学童に

学童保育を利用している保護者で家庭保育を協力し

相談し連休明けから預かってもらえることになったが、

てくださっているご家庭の保育料金を免除し県、国から

私たちの生活は学童がなければ成り立たない状況な

補助していただきたいと思います。（母親）

ので、学童への支援もお願いしたい。個人経営の学童
だが、休校になり朝から預かってもらっているが、保育
料も追加せずに頑張ってくれている先生方が困らない

小学校での預かり・児童デイなど

ように支援してあげてほしいです。（母親）
●学童クラブを登園自粛させたのに４月は 15000 円、５

●一番はじめの休校時に 小学生の子を学校にあずけま

月は 20000 円徴収されました。このような状態が続く

した。暑くなったり寒くなったりの寒暖差で咳があった

なら支払いが困難です。認可保育園のように全学童ク

ので病院受診後 処方薬の服用も学校側に伝えてあり、

ラブにも補助など対応はないのでしょうか（母親）

あずける当日の朝も体温を計ってからあずけましたが、

●保育園、幼稚園が自粛ムードの中、子どもを預かる場

２時間後学校側から連絡があり、咳があるので今日は

の学童が 3 密化している現状にありながら、学童では

迎えてもらって二週間後に体調が良ければ受け入れま

コロナウイルスへの感染する可能性がある。各家庭で

す、と言われました。休校が伸び、仕事は変わらず出勤

の育児を行なって欲しいと自粛しろとの捉えられる同

出来ている状態なので、小学校に預りをお願いしたら

意書を書かされるが、現場は開所している現状である。

「医療関係者じゃないのに何であずけるのっ」ときつい

契約をしている限り開所していると、利用しなくても、利

口調で言われました。「何かあったらシャレにならん」

用料を納めなければならない矛盾と、家庭での育児の

「前回あずかった後学校全体を消毒した」等、 一方的

負担は精神的にも経済的にも負担はかなり大きい。

にきつい言い方をされショックでした。医療関係の仕事

（父親）

ではないですが、片親で県民の皆様の社会生活を支

●保育園は自粛期間中の保育料は日割り計算との事だ

えている仕事をしていると思っています。毎日マスクの

が、小学校の学童はお金も出るとのこと。子どもを見る

問い合わせなど人と接することもたくさんありこちらも

のでパートには出れず収入は無くなり、自粛期間中は

常に不安を抱えながら仕事をしております。学校があ

通わせてもないので減額してほしい。（母親）

ずかってくれなかったら預け先がありませんし、 もしあ

●学童保育の保育士として勤務しています。子どもの保

ずかってもらっても嫌がらせを受けるんじゃないかと不

育園が休園になり出勤できなくなりました。我が子と自

安になっています。一人で留守番もまだ難しそうなので

身の安全のため自粛生活をしていますが、保育士とし

この先どうしたら良いのか分かりません。（母親）

て、医療従事者などの家庭支援、子育て支援ができな

●緊急事態で周りの人達がイライラし、本性が丸出し状
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態になっている。子供は、障害児なのだが預けていた

る。それに会社が休暇支援制度を使えるか分からない

デイが、利用自粛を要請してきたのは仕方ないことだ

と言う。使えてもまとめて申請するみたいなので、すぐ

が、預けてもいないのに予約した日数分の通常料金を

お金は降りてこない。普段から給料が少ないのに更に

子供の安否確認の電話をしてきただけで要求してきて

少なくなる。（母親）

驚いている。（母親）

●自分自身が放課後等デイサービスの職員として働いて

●子供が自閉症で、四六時中一緒にいると頭がおかしく

いて、仕事が休めないので自宅にて息子を留守番させ

なりそうで、最近は時々デイに預かりをお願いすること

ている状態である。自分自身がデイに通ってる子供た

にし、救われました。（母親）

ちにコロナ感染させてしまわないか、家族に感染させ

●児童デイサービスで働いてる。狭い室内で児童 10 人

てしまわないか日々不安になりながら働いている状態

～13 人。換気と言っても入り口1 つしかなく開けると児

である。本当は自宅待機で家族と自粛生活したいが出

童が飛び出してしまう恐れがある。なぜ休校になってる

来ない現実で体も疲れている状態である。（母親）

のに児童デイが開いてる意味が分からない。児童の中

●我が家の不登校児が利用している子どもの居場所は、

にも親が家に居るのに預けたり、お昼ご飯を買い弁に

緊急事態宣言後にも子ども達を集めてイベントを行っ

して職員がコンビニやスーパーに連れて行き、買い物

ている。子どもは行きたい様だが自粛させた。行く子と

する。矛盾だらけ…私自身も休校や、保育園の自粛で

行けない子を大人が作っている。子どもを預かる資格

仕事を休まないといけない。人手が足りなく休みをもら

無し。（母親）

うのも気を使うし、希望の日に休みが取れない時もあ

４．子どもの留守番について

子どもの留守番について

いので各家庭での学力に差が出るのではと不安で

●公務員で交代勤務になりましたが、コロナ対応で結局

す 。（母親）

毎日小学生の子供 2 人を家に置いて出勤しています。

●子供を一人で長い間留守番させることに不安。収入減

子どもは情緒不安定になり、生活リズムも崩れて、私も

や補償がないのも辛い。それと同様に職場には短時間

仕事への責任感と子供との狭間で苦しんでいます。仕

勤務や休み等を配慮してもらっているが、子供のいな

事中子どもから「今すぐ帰ってこないと死ぬから」と電

い方や子育て終わった世代の方に不満をもたれる事も

話がかかってきます。いっそコロナに感染したら休める

辛い。（母親）

のではないかと思うくらいです。これ以上休校が続い

●自宅で子どもだけの留守番により、ゲームなどをずっと

たら親も子も持ちません。（母親）

していて、子どもの生活リズムがみだれている。食べ盛

●共働きのため留守番中の小学生３人の昼ごはん作り

りの子どもの 3 食の食事だけでも食費の負担が多い。

が負担。作れないときは弁当を買うが経済的に厳しく

今後収入も減る不安もかなりあり、現在も貯金も使い

なる。学校から課題プリントを出されてはいるが、子供

果たし、生活の不安がある。（母親）

だけだと日中ゲームばかりして取り組もうとしない。土

●給食が無いので、食費がかかるし、家事も増える。ひと

日にさせるようにしてはいるが、ちゃんと理解できてい

り親なので、私が仕事の間は子供だけで家で留守番

るのかわからなくて心配。外でスポーツもできないた

をせざるを得ない。家での過ごし方なども気になって

め、結局ゲームするか YouTube などテレビを見て過

いる。毎日宿題などの課題もやってはいるものの、どう

ごすしかしない。（母親）

してもネット動画などを見る時間が増え、有害なサイト

●困っている事は、夫婦共仕事が休業にならず子供達だ

にアクセスしてしまうのではないか、など側で監視でき

けで留守番している事。食事も子供達だけである程度

ないので、心配。（母親）

できますが親がいないと食べない時もあります。同様

●仕事は今までと変わらずありがたいがこどもたちだけ

に勉強もやるように話していますがつきっきりで見れな

で留守番をさせることに日々、不安を感じています。家
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族全員分のお弁当づくりや留守番しているこどもたち

●子供達を残し仕事へ行くので心配です。職場と家が近

が心配で仕事中、何回も連絡を取り合ったりと、普段は

く、昼休みは自宅に戻るので、食事の準備片付けで休

感じない不安がストレスになり日々蓄積されている感じ

む時間がなく大変です。中3の子に小学生の妹弟の面

がします。こどもも上の子は下の子を面倒みるという責

倒を見てもらってるので、中３の子のストレスも気になり

任感からのストレスがあるように感じます。（母親）

ます。（母親）

●休校の続く中出勤日を避けられず、子どもだけで留守

●シングルで、子供中学生一人っ子の家庭です。金銭面

番をせざるを得ない状況であること。保育園への登園

的に仕事を休む事も出来ず、子供をひと月以上、仕事

を自粛し子どもだけで留守番させるか、感染リスクの

の間ひとりで留守番をさせている状況です。生活も不

ある中登園させるか、葛藤しながら日々過ごしている。

規則になり、学習面もすごく心配です。ひとり親世帯に

今後の様子次第では、仕事を休み外出自粛すると収入

なんの補償もないのも気になります。また、受験生なの

減となる。（母親）

で、なにか対策をして頂きたいと思います。県の判断も

●子供達の学習面に凄く不安を感じます。ひとり親の為、

遅いし、緩い…これでは、いつまで経っても収束はしな

仕事を休む訳にもいかないので出勤していますが、そ

いと思います。（母親）

の間は子供達だけでの留守番になっております。子供

●昼間子供だけが家に居る。外出しないようにと話しても、

達なりに宿題等をやってくれていますが、やはり日中側

遊びに行くので感染は怖いが学校へ行っている方が

で付き添えず、又、仕事からの帰宅後は家事に追われ

安心。（母親）

るので、ゆっくりと学習面のサポートが出来ていません。

●休校と保育園登園自粛で子供たちだけでお留守番さ

宿題で分からない事があっても、私もお手上げ状態で

せ仕事に行かなければいけない状態。毎日お弁当作り、

す。早く学校再開を願います。（母親）

昼休みに行き来し様子を見て仕事は忙しく、家で３食

●小学生の子供が、家で留守番する機会が増え親がわ

作りおやつや飲み物等買い物も増えた為、更に除菌に

からない内に、ゲームで課金して大変な事になりました。

掃除に気を使いとても私自身が疲れてしまい…仕事

（母親）

がお休みしやすい環境が欲しいです。（母親）

●一人親で仕事に出ているため 子供が日中どう過ごし

●子供だけを残して仕事に行くことにストレスを感じてい

ているか分かりません。休みが長く続き生活が不規則

ます。ちゃんと安全に過ごせているか、ご飯食べている

になっていて心配です。（母親）

か、仕事中もそれが気になり心が落ち着きません。子

●両親仕事で、高学年は 6 校時まであるからと学童も契

供が自宅での時間を過ごせるように、本や学習漫画を

約しなかった矢先の休校。子供達だけで在宅する日も

買って、なるべくテレビ三昧にならないようにしています。

あり、何か起こらないかと心配が重なる。（母親）

（母親）

５．新型コロナウイルスによる世帯収入への影響など

世帯の経済状況について

減る恐れもあり進学を諦めてもらう可能性もある。

●生活していけません。生きていけません。（父親）

（母親）

●私自身の仕事は今のところ問題はありませんが年齢

●子供たちがストレスを溜めないように、お家で出来るこ

が 70 才の同居母の仕事がなくなり経済的にかなり減

と(お菓子作りやゲーム感覚で掃除等)を工夫してやっ

額になり、生活が圧迫状態。（母親）

てます。しかし、仕事が全くなくなったので経済面がと

●収入が減っている分、日用品が買えない。風邪引いて

ても心配で、今後どう生きていけばいいか不安しかな

も病院には行けない。（母親）

いです。（母親）

●県外の大学に進学が決まった子供がいるが、休校が

●収入がなくなりました。これから先どうなるのか精神的

決まり、緊急事態宣言もあり引っ越しも出来ず住んでも

にも経済的にも不安しかありません。子供に不安を与

いないアパートの家賃を払っている状態。今後、収入が

えないようにしてはいますが、これがいつまでもつのか
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自分でもわかりません。（母親）

費(家賃等)がかかるため、運転資金の確保に四苦八

●ほぼ収入がないので手作りマスク作って売ったり。持

苦。自粛解除後も利益をだせる売上高までの回復に時

病があっても収入減で病院にも行けない。（母親）

間がかかることが予想され、その間の運転資金不足が

●夫は非常勤講師で、コロナの影響により 4 月以降は自

心配。その間の収入はゼロで、生活費の確保も課題。

宅待機となった。職場から「給与は補償する」との話が

給付金頼みが現状。主人は短期間バイトを求め休職中。

あったが、現在のところ 4 月分の給与は未払いのまま。

それでも不足は明らかで、政府や行政の支援がないと

支払われるのか非常に不安。（母親）

生活が厳しい。先々の生活への不安が強い。（母親）

●子供達が休校でずっと家にいると朝から晩までずっと

●コロナの影響により、業務縮小(人員削減)があり、非正

ネットばっかり、たまに宿題はするが生活が乱れている。

規雇用だった私はその対象になり、解雇されました。共

以前の普通の生活に戻すのがこれから大変になる。来

働きで成り立っていた状況なので、今月以降どうしたら

年受験生がいるがとても心配です。旦那のお給料も上

いいのか先が見えず不安でしかたありません。子ども

司からボーナスなどは期待出来ないと言われた。ボー

4 人いますが、前年度も就学援助は受けられませんで

ナスで毎月の赤字を埋めていたのでこの先とても不安

した。今年度はさすがに援助が受けられないと破綻し

です。（母親）

てしまいます。このご時世、求人もそう簡単には無くて、

●一番は収入減で家の空気も悪い。今月も休校で仕事

私が新たに職探しをしてもいつ見つかるのか分からな

は行けなくなった。来月の生活費のあてがない。（母親）

い状況で、生活は苦しくなっていく一方です。夫も時短

●収入が増えるあてがまだ無く貯金もなくなったので、夫

勤務などで残業代がゼロになり、その残業代と私の収

婦の生命保険を解約して当面の赤字を補う予定です。

入が無くなるので世帯収入が 15 万円ほど減ります。

（母親）

本当に厳しいです。苦しいです。（母親）

●こどもが喘息で重症化するだろうとかかりつけ医に言

●小学校休校により子供を預ける先がなくて仕事を休ま

われ、感染リスクの高い仕事を退職し収入がなくなる

ないといけないのが現状。政府から小学校休業助成金

予定。在宅の仕事をしたいと思っているが、就職先が

の支援もあるが、うちの会社は対応していなく欠勤扱

見つからなかったらどうしようと毎日不安。こどもは休

いの為、収入が減り生活が苦しい状態。5 月の収入は

校が長引くのも心配ですが学校が始まりコロナに感染

まったくない状態で旦那の給料で家賃光熱費払えたと

してしまわないか不安。でも学校始まれば行かさない

しても生活していくお金がない。１人１０万円の給付も

わけにはいかない。（母親）

いつになるかわからない状態で、困っています。（母親）

●収入が無くなり精神的に参っている。（母親）
●飲食店での勤務で、お店が自粛している為来月の給
料がない。母子家庭。生活をどうしたら良いのか。どこ

ステイホームで出費増

で相談したら良いのかも分からない。（母親）
●収入が減り、支出を抑えるために食費を減らすしかな

●買い物の回数を減らす、子ども達と家事の分担などを

い。栄養バランスが偏り子供たちの成長、健康面が心

して工夫しながら生活していますが、食費や光熱費は

配。（母親）

増え、収入は減り、固定資産税などの納税はある。今日

●いつから、仕事が入ってくるのかわからず、借金が増え

明日をどうやって生活していけば良いか途方に暮れて

るばかりで、不安しかない。（母親）

いる。ひとり 10 万円の給付金、のんびり待っていたら

●仕事が決まっているのに、休校の為(仕事が学校)お休

子ども達が飢える。（母親）

みで、収入がない。食費の節約をしなくてはならない状

●育休中で通常より収入が減っている中、食費や光熱費

況を話して理解してもらう。（母親）

等の生活費が増えて困る。子供達もストレスが多く、イ

●コロナが流行る前から転職が決まっていたにも関わら

ライラが増えている。時々ドライブしながら、人の居ない

ず、コロナが流行ったが為に、在宅勤務になり、歩合制

場所を探して外の空気を吸って気分転換させたり、お

の給料の為、収入がかなり減ってしまった。失業手当て

菓子作りや工作、ベランダプール等々さまざまな工夫

も申請出来ずどうも出来ない。（母親）

はしているが、時には親の私が泣きたくなるくらい、イラ

●主人が飲食店経営で休業している。休業中でも固定

イラしてしまってストレスを強く感じる事もある。（母親）
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●休業になり収入が減少する中、食費等が増えた。我が

じられない事が不安だしストレスとなっている。母子家

家は一人親世帯で、経済的な立て直しがまだ出来てい

庭で普段からギリギリの生活をしているなかで、シフト

ないので、すでに就学援助を受けていますが、支払う

カットによる収入の減少が大きく、もうすでに家賃すら

はずであっただろう給食費に換算しても、経済的な負

払えるか分からないほどの状況なのに、解決策が見つ

担はとても大きい。また、子ども達の学習面、長期間の

からなくて困っている。（母親）

休みによる生活リズムの乱れが大きく、とても心配。

●コロナの影響で 3 月頃から出勤日数を減らされてる上

（母親）

に出勤時間も減らされ生活が凄く苦しくなり、家賃も払

●１日 3 食の食材費、光熱費もふえましたが、収入がなく、

えなくなっています。子供達も学校が休校になり、ずっと

今あるお金が尽きたときにどうしたらいいのかわから

家に居てゲームざんまい・・・お互いストレスで口も聞

ない（母親）

かなくなって家庭崩壊しそうです。（母親）

●今は高齢の父親の面倒をみるため働けず、専業主婦
ですが、旦那の収入が減り、生活費が満足にもらえな
いのに、こどもたちが自宅待機で食費などがかかり、

支援制度等について

自身の貯金がどんどん無くなり、行き詰まっています。
近くの無料弁当等をさがし、子供たちに与えています。

●職場は休業中だが電話応対がある為、交代で出勤中。

そういった無料提供には、本当にとても助かっています。

休業補償について質問しても回答無し、有給を取るよ

旦那の機嫌も悪く、毎日頭を抱えています。そういった

うに言われ、週に何日かは有給消化中。今後、コロナが

主婦は多いかと思います。はやく旦那の収入が安定し

落ち着いた後に、子どもが病気等で休む場合、有給が

てほしいです。（母親）

無くなり、欠勤となるとその場合、生活していけるか不
安。保育園は自粛要請の為、休園では無いなら、出勤し
て、と言われ特別保育で預けている。この状況で、預か
ってくれる保育園にはとても感謝しているが、休園して

家賃・税金・学費等の支払い

くれれば預けられないので自宅保育が出来るのに。

●自粛で仕事を休んで子供たちを見ているので、私の分

もし、子供が感染したらどうしよう、と心配しながらも預

は収入がなくなった為、家賃が払えずにいます。給付金

けるしかない。毎日が、不安です。（母親）

を前倒しでやってくれたら助かります！ 一刻も早く家賃

●1 番は金銭面。仕事も解雇され、あげく雇用保険も入っ

を支払わないと本当に出されてしまいますので、自治

てない為何もなく。小学生向けの給付金も企業向け。

体で前倒し宜しくお願い致します！ （母親）

1 人 10 万なんて足りません。面接も今は自粛で、働き

●税金・授業料などの支払いが大変です。給付金を早く

たくても働けない。10 万円の給付金も 6 月以降との事。

頂きたいです。（母親）

貸付もどうせ返していかなければならないという負担。

●マスクが買えないので、何回も洗ってから使っている。

どうすれば良いのですか。（母親）

収入がだいぶ減ったので家賃や光熱費など支払いが

●収入減の保証、給付をお願いします。主人が美容師な

出来るか不安です。（母親）

ので完全歩合制でお客様が減り、ほとんど無収入です。

●収入減で学校の支払いなどが厳しそう。だけどどうに

助けてください。学校はコロナ感染の影響がなく完全

かしないといけない…水道光熱費の支払いなど毎月

に、安全な状態になってからの再開にしてもらいたい。

出る出費、携帯代(情報源なので、誰にも連絡取れなく

（母親）

なると大変) 、コロナの影響で元の生活に戻るまでと

●一人親で子どもが 5 人いるため、生活保護手前の状

にかく不安…。（母親）

況で就学援助等を受けながら、家賃を払うのに必死で

●収入がなくて、家賃、光熱費、学費が払えなくて困って

働いてきたものの、今はコロナで待機になり、周りは学

います。このままでは家族で自殺しないといけない。

業の心配をしているのが羨ましいくらい。うちは、衣食

（母親）

住の心配をしています。幸い身体はみな健康で私も働

●生活面でも経済面でも負担ばかりが増えていて、そこ

けるので、生活保護には頼りたくありません。自分で頑

に対する支援や対処が目に見えてされていると全く感

張って行くつもりです。住居の支援等があれば教えて
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いただきたいです。（母親）

ないのでしょうね。（母親）

●短時間のパートをしていたが、妊娠中でコロナ感染の

●仕事休みも 5/6 まで我慢すればと思いましたが休業

心配で、早い時期に退職になり、金銭的に少し困ってい

延長になり…しかも補償金の増額はなく、食品や光熱

る。雇用保険も入ってなく、出産前に辞める予定ではあ

費の出費がかさむ一方です。社協より緊急小口貸付は

ったが、予定より 3 ヶ月早く退職になってしまった。

手続きできましたが、住宅確保のための給付は、コロナ

（母親）

感染が気になるのと、子ども達を留守番させるのが気

●子供が大学生になり、アルバイトをすると生活水準は

になって相談に行けません。役所の窓口全て、オンライ

下がる事はなかったが、大学にも行けず、アルバイトも

ン相談、オンライン申請を可能にしてほしいです。（母親）

出来ず支出ばかりです。母子家庭の児童扶養手当を

●自営業で人が来ないと収入が無い店で店が開けられ

18 歳までとはいわず、コロナが落ち着くまでは欲しい

ず収入が 0 です。その不安と昼間も子供達の面倒とで

です。タイミングが悪すぎです。（母親）

ストレスが溜まってイライラしてる状態です。また、緊急

●夫が亡くなり、息子はあしなが育英会にお世話になっ

事態宣言が延長され店も開けられず今のままだと畳む

ていて、今回異例の送金を敏速にしてくださいました。

事になる可能性もあり本当に精神的に不安です。緊急

月末にお家賃が支払えてお金だけでなく心まで暖かく

事態宣言延長するのであれば県や市が持続給付金を

なり、まるで夫が居るように少し安心できて前向きに頑

増やして欲しいです。宜しくお願い致します。（父親）

張っています。 でもあと車の税金支払うと終わりです。

●夫が職場から休むように言われ助成金など調整中と

6 から 7 名の夫婦揃った家族が、お家時間を賑やかに

のことだったが、雇用調整助成金が申請出来ないから

楽しそうにお庭バーベキューなど余裕で過ごしている

給料は 6 割しか払えないと言われた。収入も減り職も

様子を SNS でみて、たった 2 人のアパート暮らしの母

失う可能性があり、子供達も休校で食費などもかさみ

子家庭であることが初めてとっても辛く感じました。収

生活していくのが不安です。（母親）

束してもこの政府が作った生活レベルの格差は埋まら

６．自粛生活について

自身のストレスについて

●母親だから学校にいけない子供たちのストレスに比べ

●ずっと家の中にいたら親の息抜きがなかなかできない。

れば大したことないと頑張っているが、涙がとまらくな

（母親）

ったりイライラして怒鳴ってしまったり、自分のストレス

●妻の精神的病状が悪化しつつあること。（父親）

が解消できる場がなくつらい。学童が休みの為仕事を

●ずっとステイホーム守っています。四人の子供達も一生

休まなければならず、職場での文句も想像してしまい

懸命無意識に色々我慢していると思います。大人より沢

落ち込む。相談できる人も親兄弟も近くにいないため、

山不安を持ってるだろうと親は子供が安心できるよう

家族だけで乗り越えるしかないのだけれど、旦那には

に元気に振る舞ってますが、ふとストレスを感じてしまっ

わからない辛さなのか話してもばかにされて終わり誰

てそこを反省しまた子供を安心させる努力。みたいな

にも言えず子供の前で泣けず辛い。（母親）

繰り返しです。泣きたくなる日もありますが、もっと大変

●家族みんなストレスを抱え、子どもも喧嘩ばっかり。休

な人もいるからコロナ終息後、元に戻れるように出来る

める暇もなく、お金もかかる。（母親）

努力は続けていきます。色々変わっていく中で残ったの

●私は仕事に出て大きなストレスはあまりないが、毎日子

は感謝だな、と今回思いました。みんな感謝の中で生き

供の面倒を見ているのでかなりストレスがたまってい

てる我が家です( ω-、) 質問と違うこと入力すみませ

る。私が仕事休みの日は私が子供の面倒を見ている

ん。 アンケートありがとうございました。（母親）

が、外出自粛しているのでストレスの軽減には繋がら

●子供との時間が増え、自分の時間が減りストレス。

ない。（父親）

（父親）

●転勤族で 4 月に引越してきました。子供の入学式が出
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来ておらず知り合いもいないので友達と遊ぶことも出

●学校が再会しないことによっての子供のストレス。発達

来ず親子でストレスフルの毎日です。また遅れている

障害児なので、精神的不安定が続いている（母親）

学習面はどこで補うのかきちんと説明が欲しいなと思

●思春期の子供のストレスがコロナウイルスの自粛生活

っています。（母親）

で更に悪化して、家庭内環境がよくない（母親）

●現在妊娠中なんでイライラばかりです。（母親）
●ずっと自宅にいることへのストレス、こどもとずっと一緒
にいることへのストレス、食事作りのストレス。（母親）

子どもとの関係

●家族への適応障害で患ったうつからの回復途上での
この状況は、けっこう試練。子連れ勤務を始め、常に子

●子供とっと一緒にいるので、小さなことでイライラしたり、

といること、愚痴を吐けない状況がうつの悪化を招きつ

精神的に不安定である。（父親）

つあることが不安。（母親）

●未就学児２人と、小学生の子と家に閉じこもる生活は、

●デイサービスなどに行かせる不安と、行かせないと家

親子共にストレス。勉強を見てあげたくても、下の子に

でストレスが発散出来ず、家族が困る大変さ。（母親）

邪魔されて、勉強もままならず、遅れるのではと不安を

●小学校が休校、保育園は登園自粛要請となり母親で

感じる。私自身の機嫌が悪くなると子どもに辛くあたっ

ある私が仕事をすべて休み家庭にいます。主人は私が

てしまうことも。学校から課題を出されても 1 人ででき

休むのは当然と考えているので無関心。子供達はコロ

ないので、課題が溜まっている。保育園も自粛して休ま

ナのストレスでコロナの事は聞きたくないから TV を付

せているが、保育料を払うのかと思うとなんだかモヤモ

けないで欲しいといい消して過ごしています。情報を閉

ヤする。（母親）

ざすと私自身はとてつもない孤独に襲われ辛いです。

●子供に対して尋常じゃなくイライラする。（母親）

母親だから当然！この程度の事で弱音を吐くなと思わ

●子ども二人が大学受験、高校受験生で家での勉強の

れるかもしれませんが仕事に戻れる保証もなく先が見

みなので、上手く勉強が出来なくてストレスが貯まって

えない不安ばかりが募ります。（母親）

いる状態で親子喧嘩もありお互いにギクシャクしてい
る。気持ちを落ち着かせるために部屋の模様替えをし
たりしている。（母親）
●子供と 2 月末よりずっと一緒でストレス。自粛よりも衛

子どものストレスについて

生面の強化徹底で学校を始めてほしい。４校時までで

●子供たちもストレスが大きくなっている印象。兄弟喧嘩

もいいので。（母親）

が以前より増え怒りっぽくなったような感じする。一番

●子供の勉強のおくれ、運動不足、子供に対してきつくあ

気になるのが運動不足。あきらかに体重の増加が見ら

たってしまい毎回後悔する。（母親）

れる。運動させたくても外には出られない。いつまでコ

●小学生の子どもの勉強時間が 1 時間未満。幼い兄弟

ロナが続くかわからないなか子供たちの健康面も心

がいるのでどうしても気が散ってしまう。その様子に親

配。（父親）

（私）がイライラする。そんな親に対してふてくされて勉

●就職したいが仕事がみつけにくい。子供達の預け先が

強をやめてしまう。スポーツクラブもお休みなので一日

ないし夫も夜遅いため状況によってはずっと一緒に用

中ダラダラして動かない。それを見てまたイライラする。

事で行動することもあり子供達も疲れることも多い。又、

ある程度の距離感がないと親子関係って悪化するなと

発達障害児であるためずっと一箇所にいることでスト

思います。（母親）

レスがとてもかかっていて私一人では子供の対応がで

●4 月から就業を目指していたが、休校や家庭保育で就

きないことが多い。（母親）

職活動自体が難しくなり、働けず結果として収入が減っ

●学校の休校、外出自粛が続き親子で自宅にこもる毎日。

ている。発達障害グレーの息子もストレスからか、発狂

感染拡大防止の為の外出自粛は致し方ないが、食費

したり問題行動が多くなり、他の子供も守らねばならず、

とストレスは右肩上がりです(外に出られない子どもた

対応に苦慮している。（母親）

ちの楽しみは食べること。それに伴い炊事の増加でた

●家族との時間が増えたことはいいことだが、反面、長く

だでさえ忙しい毎日の家事がさらにストレス)。（母親）

一緒にいすぎて、お互いストレスがたまることも多い。
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特に、子供へ規則正しい生活をさせたいと思うが、なか

みのときは、嫁ひとりでリラックス出来るようにしていま

なかそうもいかず、散歩等はしているものの、体力があ

す。買い物は、1 人で対応したり、運動不足は家族で出

る子供たちのストレスを完全に発散することはできず、

来ることをしています。（父親）

外出もままならないので、いろんなことで叱ることも多

●家人に意外とストレスが溜まっている。ちょっと楽観出

くなってしまい、叱った後に反省し自己嫌悪に陥る。

来ないと思えてきた。（父親）

（父親）

●旦那の飲酒量が増え、暴言が増えてきました。（母親）

●就学前の子どもが３人。コロナと説明しても関係なく元

●夫が、在宅勤務で、余計ご飯に気をつかう。お米や、食

気に遊びたがるのに外に行けず、保育園に行けず、体

費へ直ぐ無くなって金銭的にきつい。（母親）

力を持て余している。生活のほとんどを介助しなけれ

●小学生の子供より夫の意識に問題を感じる。親戚づき

ばならず、ズボンをぬがせ、便座に座らせ、拭いてやり、

あいなどが外せないようである。じっとしていられなく

便座から下ろしてやり、またズボンをはかせてやり、踏

自粛生活が難しい。小学生と二人で説得して親族との

み台に誘導してやり、蛇口をひねってやり、泡石鹸をプ

集まりに行くのを思いとどまってもらった事があった。夫

ッシュしてやり、手をこすってやり、流してやり、蛇口をし

の親族の意識が低い。（母親）

めてやり、タオルで拭いてやり、踏み台からおろしてや

●かなり消毒などして気を付ける旦那がかなり神経質に

る…。自分でできる年齢ではあるが家庭では甘えがち

なりギクシャクしてる。（母親）

だし綺麗に泡を落とせるかどうかも怪しいのでやるこ

●在宅時間が増えて夫が朝からお酒を飲み、些細な事

となすことつきっきりの生活。保育園に通わすことがで

で怒りだしたりする事があり子供と供にビクビクして過

きずそういった小さなストレスが積み重なる。産後 3 ヶ

ごしてる。（母親）

月からそろそろ 1 ヶ月。ついに私自身が体調を崩し謎

●夫が起きている間に就寝しようとすると不機嫌になる

の湿疹もでる。３人の子どもと密な生活で声を荒げて

ため、家族の生活リズムが狂ってしまう。（母親）

しまったり叩いてしまったりで辛い。（母親）

●険悪な夫婦仲は更に険悪になる。顔は合わせたくない。
子どもたちの学習に遅れをとらぬよう、生活リズムは可
能な限り崩さずに宿題のみでなく、午前中は学習の時
間に当てている。（母親）

配偶者との関係

●私は親が自営業なので、子供と一緒に出勤しています。

●本来なら 15 時まで学校でいないはずの子(小 1 と放

なので１日中、何かあれば話も出来るので不安はあり

課後児童デイに通う幼稚園児)達が騒がしく 0 才の子

ません。週末は仕事が休みなので、ほぼ人が来ない広

とのんびりできるはずの時間がとれなくなった。旦那も

場で好きなだけ遊ばせています。兄弟 4 人、犬と楽しそ

早くに帰ってくるが、帰ってきても子どもたちとの時間を

うです。stay home はストレス無いと言っています。主

一切取らないのでイライラする。子ども達の相手をして

人は観光業なので休業になっています。3 月は半分以

いたら家事の時間も取れなくて子ども達が寝てから家

上の休み、4 月は数回会社へ行ったみたいです。毎日、

事をするので寝不足が続いています。（母親）

１日中自宅なのでお酒飲んでスマホ、パソコンと自分

●子どもと主人がうちで過ごすことにストレスを感じてい

の時間ばかり過ごし、家の事はほとんどせず、はっきり

る。特に主人は離島の出身で、離島で仕事をしている

言ってストレスです。GW は休みですが、仕事という事

が、まったく離島に帰れない状況に心が折れそうになっ

にして子供達と会社で過ごします。ただの愚痴です。

ている。（母親）

（母親）

●コロナウイルス対策(消毒や外出制限等)に関して配偶

●収入が減ることはないです。ただ、こども達がずっと家

者との考え方の差があり、苦痛になることがある。色々

にいるところで、主人も在宅勤務があると仕事と家事

考えての事だと思うが、押し付けられてるように感じる。

の両立に負担が増えます。(主人はほとんど協力しない

（母親）

ので)こどもの生活時間。親は休みではないし、課題や

●育児、親の介護負担ストレス、嫁が休んで対応するが、

宿題があっても自主学習がなかなか難しい。小 5 だが、

イライラも見え、子供にもあたることも感じるので、なる

生活リズムは崩れっぱなし。活動を一緒にやることが厳

べく早く帰り一緒に相手するようにしています。私が休

しいし、「後でやる」が増えてイライラする。が、しかしそ
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れがストレスになるのも癪なので(良いかどうか分から

向き合えばいいかわかりません。（母親）

ないのですが)、こどもをちょっと叱るときは、1人ボケと

●子供達がどれだけ不安な気持ちを感じているかが見

ツッコミで機関銃のように喋りまくって(ちょっとウザっ

えない。（母親）

たく言うと笑いがある)、勢いで動かし、頭に来たときは

●買い物や病院受診以外の外出はしていません。3 歳の

(1/4 ぐらいは)苛立ちを 3 分吐く。それで終わり。主人

子供にずっと家の中で過ごさせるのは、もう限界に来

への苛立ちは数えきれないので聞き流します。このアン

ています。（母親）

ケートが少しストレス発散になった。聞いて下さってあり

●子供が友達と遊ぶ事が出来ず、YouTube を見る時間

がとうございます。（母親）

が増えた事を問題視しています。見せないように努力
していますが、つきっきりで相手をしなくては難しい状
態。テレワークのため、まだ相手できますが全部は出来
ません。学習意欲も無くなり、習い事もお休みのため、

祖父母などとの関係

動かないし家からも簡単に出せないので今後の人と

●やむを得ず、祖父母と同居してますが祖父母は、みん

のコミュニケーションのとり方に影響が出るのではな

なやってないと自粛もせず、マスク、衛生面を徹底する

いかと不安です。（母親）

ことがないです。そのうえ、孫を連れ出して出かけます。

●子供をテレビ漬けで放置している。（母親）

本当にストレスがたまります。こちらが徹底しているに

●家族以外の交流が全くなく子供が孤立している。マン

もかかわらず。（母親）

ションでの生活の為、家から一歩も出ない生活を続け

●外部との接触による感染リスクに対しては気をつけて

ている。（母親）

いるが、主人や主人の家族との接触機会が多く家族な

●小学校から続く長い不登校の後、やっと昨年家から出

ら大丈夫という認識から十数名以上で頻繁に食事か

始め、高校に通うことへ挑戦し無事 1 年を過ごした発

ねて集まることが理解できない。（母親）

達障害の息子。それなのにこの長い外出自粛と休校の

●近くに住む義母に危機感がなく、孫の顔見たさに、頻繁

為、再び家へこもる生活に逆戻り。せっかく勇気を出し

に「遊びにおいで～」と連絡がある。私が妊娠中で不

て行動し始めたのに、出鼻をくじかれた形になってしま

安なので外出は…とやんわり伝えてるが、なかなか理

った彼の気持ちを思うと。。。コロナの影響で不便な生

解してくれないようす。（母親）

活が続いている今もストレスですが、その後も、このま

●外出自粛により、同居の姑のストレスも強いのか、言っ

ままた学校へ通えなくなるのでは…またあの苦しい生

てることが無茶苦茶でしんどい。普段はあまり会わな

活に戻ってしまうのでは…と、不安がいっぱいです。

いよう出かけてるがそうはいかず。小さな子どもたちの

（母親）

居るところで「殺せ！ 」と騒いだりするので子どもの心

●発達障害の子がいて(自閉症)外へ出れないことにスト

への影響が気がかり。老人性うつ？と思いつつ病院は

レスをためて、家では荒れることもよくありますが大好

今、コロナ感染が懸念され行けず。（母親）

きな工作を気が済むまでさせたり、大好きな YouTube

●私と子供は感染対策をしているが、同居の祖母が無頓

をみんなで TV で見たり本人の好きな事をさせていま

着。そのせいで関係悪化しており別居したい。（母親）

す。また、誰も居ないときは遊具で遊ばせて少しでもス
トレスを発散させてます。下の子たちも一緒に楽しんで
います。現在もデイサービスなどの事業所は開いてい
ます。しかし、利用するということは外出をすることなの

自粛生活での子どもの様子

で感染などが不安でずっと自粛中です。療育や通院な

●子供が学校へ行かなくて良くなり、精神状態が良くなっ

ど医療機関の必要な障害の子の親へのコロナ感染拡

た。明るく柔らかい表情で過ごしている。自宅学習も捗

大防止期間中での支援が何かあればなーとこの休校

り、習い事の練習もたくさん時間が取れ、以前より充実

期間中思っています。質問とは遠いものを答えてしまい

している。家族も子供と話す時間が増えた。（母親）

ました(すみません)。（母親）

●子供達の学習の遅れ。部活動の子供達の心のケア。全

●困っていることは、１番下の 4 歳の子供が、少し落ち着

て、何も示されず、日々子供達と一緒にいる親は、どう

きがなく、私の姿が見えなくなると、外に探しに行ったり
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するので、勤務時間を短くして小学高学年のお姉ちゃ

声をあげたり泣いたりで不憫に思う。外出の機会が多

んたちに見てもらっていましたが、不安でしょうがなか

いおじーおばーはコロナ感染が心配なので預かって

ったです。実際、外に行くと大泣きしたそうで、暴れて怪

見てやる事も出来ない。（祖父母）

我をしてしまいました。ADHD の疑いがあったので、療

●新一年生の下の子が、ストレスから体調不良になって

育センターで見てもらおうと思いましたが、一人親世帯

いる。先生、クラスメイト、新しい生活が何もわからなく

で仕事を休むとその分収入も減るので、通うことが出

て不安だと思う。分散登校の可能性を検討してもらい

来ず、診断もまだ受けていません。その状態での勤務

たい。（父親）

時間を短くしたので、生活費がまわらず、親、兄弟から

●子どものストレスが一番心配。4 歳の子がチック症状

お金を借りて生活しています。（母親）

が出てきた。なかなか外にも出られない中、どうやって
ストレスを軽減させてあげられるか。離島なので船をと

きょうだい関係

めるのが一番いいが、それはせず、制限だけが増えて

●子どもが家の中でストレスが多く兄弟ゲンカがたえな

いく。（母親）

い。（母親）

●こども（発達障害児）の精神的な落ち込みがあり、とて

●子供の精神的なストレスが凄い。姉妹ケンカが耐えな

も不安。（母親）

い。週一だけ必要最低限なドライブ（市内を走るだけ）

●小学生の子供がストレスのためか赤ちゃん返りをして

で息抜き。（母親）

いる。甘えたり、赤ちゃん言葉を使ったり、ダダをこねた

●発達障害のある子が引きこもりから抜け出そうとして

りするようになった。（母親）

いたタイミングでステイホームとなり、兄弟間のトラブ

●とにかく子供達が公園にも行けずストレス解消が

ルが絶えず罵声が飛び交う。（母親）

YouTubeやゲームアプリばかりで、毎日朝から夜まで

●中３の息子は、バレー部ですが中体連を気にしていま

見てるので依存症になって渡さないと泣くので携帯も

す。庭にゴーヤーのネットで、バレーコートをつくって、

子供に取られて親もストレスになってます。（母親）

お兄ちゃんと体を鍛えています。大変な中でも明るく健

●子供が、泣く回数が増えた。そろそろ精神的に限界か？

気に生活する子供達に、勇気を貰いながら生活してい

運動不足解消の為、ベランダでなわとび、YouTube を

ます。ありがたいです。（母親）

使って体操をしている。（母親）
●子どもの成長の遅れ。幼稚化がひどくなっている。取り

生活リズム

戻せるかが不安。子育てに、不安しかない。（母親）

●学習の遅れや生活の乱れが大いに気がかり。子供の
行動(ダラける)にイライラしない様に見て見ぬふりをし
てやり過ごす日々が増えた。（母親）

子どもの友だちとの関係

●生活リズムの乱れで、子供が夜不眠になっている。
（父親）

●普段から夫婦で自宅にて事業を行っていますが、子供

●子供がゲーム依存。ゲームに夢中になりすぎて動かな

がいる状態で集中力が保てないのが悩みです。また、

いので食事も１日 1 食でも平気な日がある。（母親）

子供が 1 人のため兄弟がおらず、日中の遊び相手が

●子供がダラダラとしている。この先、だらしない子に…

いないのも悩みでした。でもそこは、隣近所に住んでい

ゲーム好きになった（母親）

る同い年の子と、これを機に仲良くなり、3 密にならな
い程度に遊ぶようになったのでよかったと思っています。
でも、この状態があまり長く続くのは親も子も限界があ
ると感じています。（母親）

子どもの体調の変化

●子供が小学 4 年生です。友達との遊びの時間、方法に

●孫が日頃から活発でじっとおとなしくするタイプの子じ

悩んでいます。現在は夕方近所の子供たちと家の周り

ゃなく母親も出産したばかりで上の子にかまってあげ

で遊ぶ時間が楽しいようです。その際、娘にはマスクを

れず最近上の 4 歳の孫がオシッコやウンチを漏らした

させハンカチを持たせてますが、他のお子さんはマス

り粗相をするようになった。精神的なストレスで毎日大

ク着用なしが多いです。マスクは自分が他の人にうつ
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さないための防御のためなので、マスクなしの子と遊

トップ。0 歳は常に睡眠妨害されて不機嫌。どちらも不

ばせるのに若干心配です。かといってマスクをさせて

可抗力のため叱るどころか静止さえできず。公園の遊

下さいとお母さんに頼めるまでの関係ではないので、

具を使用自粛は…我慢できますが、なぜ芝生さえもだ

メディアなどでその点意識するよう呼び掛けて欲しいと

め?芝生空間で過ごすことで飛沫、接触感染するの

思ってます。自分は、とにかくずっと一緒にいるので遊

か?医療知識もない素人ですが、他者との距離を適切

んでいる一時でも１人になって、リラックスしたいという

に保った屋外なら自宅近辺での運動は認めて欲しい。

本音があり遊びにいかせていいのか、というジレンマ

（母親）

に少し悩みながら過ごす毎日です。（母親）

●自粛しなきゃいけないのはわかるのですが、子供が多

●遊びに誘う子供の友達がいる為どうしたらいいか困る。
（母親）

いとウォーキングしていても、公園で注意される。コロナ
の前から、近所でも子供達が遊ぶとクレームがありま

●子どもの感染が怖いので人と接しないようにしている

す。その上、コロナで公園も使えない。家はせまいので、

が、近所の子が遊ぼうと誘いに来るので困っている。子

夜勤の夫も子供達が騒ぐと眠れない。どこに居場所が

どもは喜んでいるし断りづらいので、その子とだけは遊

あるんでしょうか。本当に辛い。子育てしにくいです。今

ばせてしまっている。敷地内だけであそばせているが、

日は、トイザラスにいき、家でできるおもちゃを 3 万円

子どもを外で遊ばせることで周囲の目も気になる。

分買いました。ダブレットも買いました。余裕がある方

（母親）

ではありませんが、子供達に少しでも、勉強や家で過

●我が子は一人っ子なので 1 人遊びに慣れてるとはい

ごせるようにと、【家事に追われ 1 人 1 人に関わる時

え、友達と遊べないのは見てても辛そう。友達と長々と

間が本当にないので】購入しました。ゲームや動画ば

FaceTime を使ってオンラインゲームをしてても許して

かりをさせないように、勉強もおくれないように、苦手な

しまいます。（母親）

所はどこかと分析したり、思春期の反抗期にイライラし

●こどもが孤立!? 学校友達、バスケ部仲間、学童仲間

ないで大人の対応しようと努力したり、下の子、新生児

…友達同士の関係が閉ざされていて、切磋琢磨がなく

にはそれなりのお世話が必要で・・。もういつ精神崩壊

刺激がない。最初は休みを喜んでゲームに走っていた

してもおかしくないです。私は、まじめすぎるのでしょう

が、今はさすがに物足りなさを感じているようで…。大

か。とても疲れています。ですが自粛するのは、沖縄の

人との付き合いも、限界があるようです。（母親）

医療現場を守るため、子供たちを守ることにも直結す
ると思うから耐えてます。（母親）
●幼児、児童を抱えて、不要不急の外出自粛を行ってい
る中、狭いアパートに閉じ込められ、子どもも親もストレ

公園や図書館などの利用制限について

スフルで苦しく、毎日夕方に近所のビーチを散歩し、子

●公園等の多くが閉鎖されている又は小学生等の大き

どもたちを走り回らせることが、唯一できるストレス発

い子供が遊んでいるため、幼児の遊び場がほとんどな

散法でした。屋外かつ人との距離も十分確保して、三

い。朝早くに空いてる公園に行って遊ばせていたが、先

密回避の整合性を図っていたと自覚しています。ところ

日遊具が使用禁止になった。健康のため散歩等が推

が、このビーチでさえも、5 月に入り閉鎖され、自由に

奨されているが事情がわからない子供は、目的地もな

出入りができなくなりました。駐車場の閉鎖にとどまら

く散歩するだけでは満足せず癇癪等を起こし余計に疲

ず、ビーチへの入り口に監視員がたっています。海を見

れる。幼稚園も休園しているため、ずっと家で幼児３人

て深呼吸し、砂浜を散歩する…近所の自然の恩恵を賜

を見続けることに疲弊している。（父親）

ることを、人の手で無理やり禁止すること、建物への出

●小さい子供は一日中家の中で長期間過ごせません。ビ

入りにとどまらず、森や山や海への出入りまでを禁止

ーチ、公園、図書館の閉鎖の解除を求めます。登園自

することは、公共の福祉に反するのでは？ と感じてい

粛もうすぐ三カ月めです。あとひと月と言われ気が遠く

ます。（母親）

なっています。（母親）

●遊具は仕方ないが、運動公園や海浜公園などの駐車

●3 歳と 0 歳の 2 児育児を日中(6:30～21:00)ワンオ

場も封鎖され散歩もできなくなっているので、子供を屋

ペです。3 歳は体力有り余ってお昼寝なし夜までノンス

外で運動させる場所に困る。未就学児3 名いて旦那が
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いる時も私と離れたがらないので、休園中は１人の時

近隣への配慮や近隣からの苦情

間がとれず一日中家事と育児と旦那の食事の用意な
ど休む暇がなく、まだ休園解除の先も見えず精神的に

●こどもを発散させないと、家の中で暴れてしまうので、

つらい。感染予防のため一人で買い物に行きたいが

アパート住まいだと下の階の方への配慮が必要。気疲

昼間は人も多く子供も旦那と留守番してくれないので

れしてしまう。しかし、公園も制限がかかっているので、

子供が寝たあと夜中に起きて 4、5 日分の食料をまと

公園外でいかに他者と接触しないように場所を選んで

め買いするようにしている。（母親）

発散するか考えている。誰もいない海辺、目的地を決

●小さい子は、公園に行きたいと騒ぎますが、公園はロー

めて散歩のみなど。（母親）

プがはられ、遊べなく困っています。しかたないので散

●アパートの三階で上下の階の方も自粛生活をされて

歩をしますが、それより滑り台や好きな遊具で遊ばせ

いるので、３人の歩き方なども気になってしまい、ピリピ

たい。（母親）

リしています。絵本やパズルなどを購入し、家では静か

●子供を外で遊ばせたいのに連れて行く場所がない。夫

に遊ぶように約束をしていますが限界があります。

が在宅勤務になり、家にいると子供が常に夫に構って

（母親）

欲しがるため、夫の仕事時間を確保する為には子供を

●今後の学習サポートや外出自粛により家の中にほとん

外に連れ出さざるを得ません。でも公園は遊具も駐車

どいることにアパート住民より子供の生活音の苦情が

場も封鎖、児童館も図書館も閉館、イオン等には感染予

きて、さらに精神的にきつい。（母親）

防のため行けない、そればかりか海沿いの遊歩道の駐

●みんな余裕がなくなって、少しのことでもクレームのよ

車場や公園の駐車場も封鎖されています。どう考えて

うに言ってくるのが困ります。子どもを運動させようと自

もそこで三密な状況になるとは思えないし、ハッキリ言

宅のベランダでボール蹴りをさせたのですが、「このご

ってやり過ぎです。散歩すらもするなって言われてるみ

時世にボール蹴りなんて！ 」と匿名の手紙がポストに

たいで気が滅入ります。3 歳の子が家の中だけで満足

入ってました。両隣のお宅に聞いてみても、「うるさくな

する訳がありません。充分に注意し行き先を選んで何

いから大丈夫よ」と確認できたので、ベランダでの運

とか連れ出してきましたが、どんどん行き場が潰されて

動は続けさせています。大人が余裕をもって、子どもの

いくようです。実際子供もストレスを溜めていて、癇癪や

心身の健康を守りたいです。（母親）

わがままがどんどん酷くなり、私も夫も自宅で子供を

●近隣も在宅勤務の人が増えて、騒音や子供の喧嘩する

見るのは限界です。ニュースやメディアではこういった

声で迷惑をかけているのでは、、、と心配している。（母

自粛に異を唱えるような声は一切報道されませんね。

親）

でも、虐待や虐待一歩手前の家庭は絶対に増えていま

●STAY HOME 中、子供の足音や騒いだりなどの頻度

すよ。いくら自分の子供だって、24 時間ずっと誰にも預

が多くなると、賃貸アパートの上の階からドンドンとクレ

けられず、ほんの短時間も人に頼れずべったり一緒に

ームがある。抱っこや工夫するも限度がある。（父親）

いられるものじゃありません。もう 2 ヶ月以上も自分の
時間が無い、家で子供といる事に気が全く休まらずス
トレスが溜まる一方です。「子供と一緒にいたくない」、

病院の受診について

こんな声は社会では批判されるか無い事にされるの
が不満です。親だって人間です。自分の時間が欲しい。

●コロナ感染が怖くて子供の定期健診や受診が出来ず

せめて公園や屋外公共施設の封鎖をやめて下さい。そ

にいるのが困っている。福祉助成を受ける為の診断書

れだけでかなり小さな子を持つ親のストレスは減らせ

を取りに病院に行けず申請できていないことが困って

ます。（母親）

いる。（母親）

●学校での学習が出来ない中、図書館で本を借りる事

●子どもが呼吸器使用、気管切開してる為衛生用品の購

ができないのはとても困ります。予約のみの受付だけ

入が難しくなってる事が一番困ってます。他の子どもた

でも早く再開して欲しいです。勉強はしなくても本を読

ちは不要不急の外出を控える生活を辛抱して学校から

むだけで学べる事は沢山あります。（母親）

の課題を頑張ってしてくれてます。下の子のオムツ替え
やミルク、お薬をあげる手伝いをしてくれて助かってま
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す。（母親）

いかと不安に思う。在宅勤務は、子供の面倒もみなが

●子供の持病があり定期通院、定期検査等があるがコ

らなので、仕事がはかどらない。結局、休日にも自宅で

ロナで受診に来ないで下さいと連絡があり、電話で医

PC に向かっているので、仕事と家族の時間のメリハリ

師と電話受診、検査は出来ず不安を感じる。（母親）

がつけにくい。子供がいない職員は、在宅勤務できな

●ちょっとの風邪を引いたとき、感染を恐れて、あまり病

いという理由で、出勤していることに不公平と感じる。し

院に行かないようにしていたら、どんどんひどくなり、気

かし、そのような状況で、出勤してコロナに感染したり、

管支肺炎や副鼻腔炎になった。病院に行きづらい環境

他人に感染させたりすることになったらと考えると、気

が、ちょっとの体調も悪くしている。子どもの体調も悪く

が滅入っています。（母親）

させてしまわないか、心配。（母親）

高齢者への対応等について
感染した場合のこと

●離れて暮らしている親の介護も兄弟で手分けしてやっ

●夜の仕事をしてます。万が一コロナにかかってしまい家

ているため、親への感染の心配もある。（母親）

族に仕事がバレるのが一番困ります。病院に行くべき

●乳ガンの手術をうけたばかりの母が外出をまったくし

かの判断が難しいです。ニュースではそういった報道

ないようになって急激に老け始め、不安から、いつも体

がありません。どこに相談すべきかもわかりません。

調が悪いとコロナではないかと、病院に通い続ける母

（母親）

がストレスで寝たきりにならないか不安でしょうがない。

●感染したら職場全体に迷惑がかかるので、その不安で

買い物は、人がいない夜中とかに行っている。（母親）

自由に動けず、子供達にも我慢させている事が辛いで

●高齢の両親の家や老人ホームに気軽に行けない。孫を

す。（母親）

あわせられない。認知症が心配。夫が仕事先からうつ

●もしコロナになった時の周りからの差別が怖い。今の

ってこないか心配。（母親）

住まいから出て行かないといけないのかと怖い。会社、

●同居の実母高齢が引きこもり一日中ベッドで過ごし認

保育園、学童と迷惑をかける事になるのが一番恐ろし

知症ではないかと思うような行動をとるようになった。

い。夫は仕事で外回りなので、心配。外出自粛といえど、

病院に相談など行きたいが感染が心配です。本人も嫌

自粛出来ない仕事の人にはリスクが大きい。（母親）

がり話ができない状況です。大変、困ってます。（母親）

●ひとり親世帯。自分が感染した場合、子どもの世話が

●命に関わる可能性の高い高齢持病持ちの親を半隔離

できるうちはいいが、万が一できなくなった場合に世話

している。可哀想に思う。（母親）

をしてくれる人のあてがない。感染させる不安もある。
親がコロナで療養している間、子どもを一時的に預か
ってくれる場をつくってほしい。（母親）
●現在、肢体不自由障害児と関わる職についていますが、

その他、自粛生活で困りごとや不安など

弱い立場の子供たちにもしも感染があれば、死に直結

●一人の時間がない。（母親）

すると感じています。経済破綻も気になる事であるが、

●このままだと感染死より借金苦等による自殺者数の方

もしこのままの状態で緊急事態宣言が緩和になる事

が増加する。経済活動を早期に再開してほしい。（父親）

で、障害者へ感染させてしまうことがあるのではない

●自粛自粛で経済活動がストップしていることが不安。

かとても不安な気持ちです。もしも自分が無症状のう

倒産するところも出てくるだろうし、生活困窮で犯罪も

ちに相手に感染させて最悪のケース(子供たちが亡く

多発してこないか心配。（母親）

なる)になったらどう生きてゆけば良いのか物凄く怖い

●衣食住が脅かされています。（母親）

です。（父親）

●生活や就学、保育の面全てにおいて困っている、工夫

●もし、コロナに感染したら、子供の面倒をだれが見るの

のしようが無い。（母親）

か不安。さらに、コロナにかかった場合、職場名が公表

●狭い部屋に大人数で閉じ込められ毎日ホッとひと息つ

され、職場、学校、子供の部活にも迷惑かかるのではな

く暇もないことに困っています。（母親）
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●社会との繋がりがなくなり孤立が深まっているので困

食事

っている。（母親）

●いつまで続くのかと経済的に不安。こどもの栄養バラ

●孤立を感じます。体を動かすようにしてます。（母親）

ンスがなかなか取れないのと運動不足で便秘になっ

●子ども以外との会話がない。働けない不安、職場の負

た。やむを得ない外出は手作りマスク着用。（母親）

担が心配。（母親）

●栄養が偏ってしまっている。お菓子もしょっちゅう食べて

●コロナ感染に過敏になり、安心して人と会話出来ない。

る気がする。また日中は子供達だけでずっと家にいて

（母親）

ストレスが溜まってケンカばかりで、その中でケガがこ

●とにかく、連日の激務に耐えられなくなっている。苦しく

わい。（母親）

て辛い。くたびれて帰ると、子どものご飯の用意や家事

●日々のお弁当。毎日になってからは極力作るが仕事も

が待っている。子どもも手伝ってくれるが、上の子はア

あるので全然間に合わない。仕事も時短に出来ないし

ルバイトを休むことができず、夫は仕事で普段自宅に

買うととても生活費が足りない。本当に困る。子供達の

はいなくて、協力者がいない。身体が壊れそうにキツい。

分だけでも給食の変わりに何か支援してほしい。（母

心も折れそう。（母親）

親）

●家でずっと過ごす事で気分が落ち込みます。家の中で

●1 日 3 食、食事の準備をするが、1 食でも宅配やお弁

運動したりすると良いのだろうけどなかなかその気も

当などのサービスがあればうれしい。特にお昼は、麺

起こらない。夫婦共に職場が休業中。私は他に仕事を

類など簡単な物になりがちな為、毎日でなくても、週 1

するべく面接し連絡待ち。早く働きたいです（Twitter

〜2 回でもお世話になれたら嬉しいです。（母親）

ではニュースをいち早く提供していただきいつも助か

●一番の負担は子供達の食事です。子供達の父は短縮

っています。これからも頑張ってください)。（母親）

勤務、母はフルタイム勤務です。昼間は 2 人ともいない

●学習の遅れや兄弟間のトラブル。家事、育児時間の負

ため、お昼ごはんがすごく負担になっています。年齢の

担が増え、気持ちの余裕がない。（母親）

高い学年の子だけだと、少しの料理ならできるため、腹

●夜勤しながらもできるだけ預けずに自宅でみてる為、

ごしらえはできるけど、3 歳の子はそうもいかず、まして

睡眠時間が減ってしまっているが、感染のリスクは少な

や中学生に子供の面倒を見てもらうのも不安です。政

からず押さえられていると、、、（母親）

府や市に責任を求めるわけではないけど、こういうアン

●2 週間毎ではなく、長期的なビジョンを持って対策を示

ケートで声を聞いて改善を考えてもらえるとありがたい

していただかないと、暮らし方、家計予測が困難であり、
子供達への説明も難しい状況。（母親）

です。（母親）
●給食がないので、栄養面が一番心配です。（母親）

●多子の為食費の支出や、光熱費の支出が増えてしまい

●家でバランスのよい食事作るのが難しいです。（母親）

金銭面に毎日不安です。栄養面も大丈夫なのか不安

●共働きや貧困でなくても、給食がなくなって困っている。

もあります。あとトイレットペーパーも手にはいりにくく、

お金を払ってでも、毎日の昼ごはんや栄養のバランス

マスク、アルコール除菌類もなく外出時は不安で。心配

を考えなくて済むのならそうしたい。（母親）

しすぎてこの前は過呼吸にもなりました。日々の頭痛。

●ご飯の準備が大変なので子供用を夜寝たらまとめて

身体精神面きついです。（母親）

作るので私自身も生活リズムが崩れてます。（母親）

●父親ですが、家事の苦労を実感。（父親）
●先が見えない不安で気が滅入りそうになります。妊婦

買い物

なので立ち会い出産もなくなり心配も多いです。工夫

●買い物の回数を週 1 度に減らしたいが、それだけの買

としては、車の中にエタノール消毒液を置き買い物など

い置きをするには冷蔵庫が小さく買い替えするにも、販

の後にマスクと服にスプレーしてから車内に乗り込む

売店での感染や配達員からの感染、今後収入がどう

などしています。帰宅後は玄関先で次亜塩素酸水でス

なるかも分からないのにこんな数十万単位の買い物を

プレーします。（母親）

しても大丈夫なのか、葛藤しながら今日に至ります。
（母親）
●宅配や通販の利用で外出を極力減らしていますが、そ
の買い物中に家族総出の買い物客に会うと、すごく嫌
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な気持ちになります。ひとり親や子供が小さいなどの理

て買いづらい物が増えて困っている。特にオムツやおし

由では無い方です。一部の緩んだ方による感染が怖い

りふきなどお徳用などの商品がなかなか販売されてな

です。また、買いたいと思うものが無い、不足している

いから、１ヶ月必要な分を買おうとしたら買い占め扱い

状況は不安を煽られます（子どもたちの参考書、ペー

されて不愉快。それならお徳用を販売してくれれば１ヶ

パー類、洗剤類、一部の食料品、ミシンや布類）。（母親）

月購入するのは 2 袋～3 袋ですむんだけど（母親）

●1 番上の子に下の子達を見せて親 1 人で買い物を済

●消毒用泡盛が手に入り、安堵している。一方使い捨て

ませたいのですが、下の子たちは「お母さんがいいー」

マスクが手に入らずに困っている。今は家族四人布マ

と言ってなかなか上の子とお留守番ができません。そ

スクを使っているが、これからの暑くなる季節に布マス

のため連れていくのですが、スーパーでのまわりの目

クはかなり不快だと思う。涼しいと言われているガーゼ

が私たちを鋭く見てくるので、世のお母さんたちは「子

類の布は手に入らない。耳に掛けるマスクゴムも手に

供はお家でお留守番をさせたいのですが子供からし

入らない。いろいろ代替してみたが、痛い、外れやすい

たら、お母さんと一緒に行きたい」って子供が思うのは

など使いづらい。学校再開後子供たちは暑い中学習す

当たり前だと思うことを知ってもらいたい。大人はコロ

る事になるが、学習に影響が出ないか心配。少しずつ

ナウイルスが怖いって分かってるのと同様に子供たち

使い捨てマスクが販売されるようになりましたが、高い

からしたら「少しの時間でもお母さんと離れるのはイヤ

し、子供用はありません。行政が子供たちには１日 1 枚

だ」って言うことを知ってもらいたいです。なので買い

使い捨てマスクを配布！ とか支援して欲しいところで

出しのときはみんな連れて車の中で子供たちを待たせ

す。（母親）

てます。なので慌てて買い物してるのが現状です。
（母親）

その他

●離島に住んでいる親の介護に行くことが出来ず本島

●息子 2 人が奨学金をもらい、本土の大学に通っている。

から食材など送っている。それも飛行機、船が減便で

仕送り無しで頑張っていたがバイトが出来なくなり、留

届くまで時間がかかり冷蔵物が難しい。離島のまた離

学の費用にと貯めたのから生活し、食事も１日１食で

島へのネットスーパーを早急にお願いしたい。（母親）

頑張っている。2 人とも自炊し、できる限りの出費を控

●フルタイム勤務。離島のため、生活用品を購入しようと

えている。支援もしたいが学費を払いながら２人の仕

しても、時間に余裕のある方々の買い占めがあり、若干

送りはかなり厳しい。2 人とも沖縄の人に迷惑かけたく

の不便あり。本島に住む親族にわざわざ買って送って

ないと帰らず頑張っている。（母親）

もらう現状です。（母親）

●この春から本土に進学した子の事がとても心配です。

●店の閉店時間が早くなり仕事が終わってからでは営

まだ、まわりに知り合いもおらず、小さい頃に喘息もあ

業時間に間に合わない。（母親）

ったので、感染や何かあったときに頼る人もいない、沖
縄に帰ることも出来ない、離れていてとても心配です。

衛生用品

行かすのではなかったと後悔したりしています。それを

●マスクや除菌用アルコールなどは行政が間に入り、公

思うと、逆に本土からコロナの流行している沖縄に進

平な配給制にしてほしい。幼い子供が３人いる世帯な

学させた親御さんもお子さんの事がとても心配だと思

ので、買い物一つとっても、連れていけないなどの不都

います。その不安な気持ちがわかる分、本土から来て

合があり、店舗で手に入れるのはまず不可能。（父親）

不安な学生さんを支援出来る事がないかと思ったりし

●現在妊娠 8 ヶ月。ネットで赤ちゃん用品を買い揃えよう

ています。（母親）

としてますがガーゼタオルがありません。通院や買い物

●主人が手術をしてから本島の病院に通院が必要。飛

以外は外出を控えてますが、たまに買い物に出かける

行機での移動も不安。子供の学校は家族が島から出

とドラッグストアでマスクや除菌グッズ、ハンドソープも

たら自宅に帰ってから２週間は自宅待機なので、学校

買えない状況が続いていて、新型コロナウイルスに感

を休ませなくてはいけない。ただでさえ休校が続いてる

染したらどうしようという不安と、産後の不安でいっぱ

のにさらに休ませるのも不安。なので、島に帰ってから

いです。（母親）

主人が２週間待機できる格安の宿泊施設が自宅の近

●マスクや日用品で購入できないものや値段が高くなっ

くにあると助かる。（母親）
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●近隣住民に心無い喫煙者が多く、何年も窓を開けられ

た感染者が出るのではないでしょうか。（母親）

ません。コロナ対策で換気を良くしようとしたら、副流煙

●今まで当たり前だった日常がこうも簡単に崩れるのが

を吸いまくるはめになります。（母親）

怖くなりました。買い物に行くのも、散歩に行くのも人を

●小学生の息子の今後の学習進度、また自分自身の雇

気にしながら、物にも極力触らないようにしています。

用・給与についての不安が大きい。在宅勤務となり、息

特にマスクをせずに距離を保たない人に嫌悪感を抱

子は学童をお休みしてずっと二人きりの生活です。運

いてしまいます。潔癖症になりそうで少し怖いです。で

動不足が怖いので早起きして近所の公園をウォーキン

も今は子供たちや大切な人達を守る為にはちょうどよ

グをしています。しかし普段の生活に比べると運動量

いかもしれません。先が見えず不安な毎日ですが、み

がかなり減っているのが心配です。息子は習い事もお

んなで協力し合い耐えるしかありません。（父親）

休みとなり悶々としています。しかし去年、夫との離婚

●報道も新聞も、連日外出自粛や自宅で過ごすよう呼び

が成立したので夫もいるステーホームでなくてよかっ

掛けているが、過度な自粛要請は子どもにとっても親

たと息子とよく話しています。夫の息子への DV もあり

にとっても苦しくなるばかり。もちろん感染防止は必要

ましたので、そういう問題を抱えている家庭のステーホ

ですが、少し息抜きしてもいいんだよ、というメッセージ

ームは地獄だと思います。ステイホームをお願いしてい

もほしい。三密を避けて外の空気を吸って気分転換ぐ

る国には困っている人々になにかしら救済策を実施し

らいしたい。それさえもやってはいけないような空気感

てほしいです。（母親）

が怖いです。もうみんな毎日毎日自粛して我慢して頑

●夫が医療関係者の為、感染はもちろんのこと心配です

張ってるんですから。（母親）

が、周囲からの差別的な見方も気になります。子供にま

●県民 1 人 1 人が意識を持って行動しているが、他人を

で影響が無いことを願っています。（母親）

ばい菌扱いする人もいる。過剰な個人主義になってい
るのを感じる。（父親）
●人の心が暗くなり、テレビなどでも、批判的な言葉が飛
び交い、責め合う様な事が、よくみられるのが一番怖い

自粛について

と思います。助け合いがうまく、社会全体で取り組めれ

●ビーチなどポールがたってる場所でもポールをどけて

ばいいと思います。（母親）

駐車してるのには腹がたつ。周りが頑張って自粛しても

●コロナウイルス感染にかかる不安はあります。でもそれ

他市町村や内地から地域に入ってくるようでは自粛の

以上に、外出を自粛してない人たちへの批判や差別的

意味がない！ 我慢してる子供達が可哀相。もっと巡回

な発言をしてるのを見ると、自分たちもそう言われるの

を徹底して自粛させるよう強化してほしい。（母親）

ではないのか、こっちの方が怖いです。報道の仕方も

●モラルのない自分勝手な層はどこにでも一定数いて、

悪いと思う。（父親）

コロナ蔓延前と変わらない生活（不要不急の外出なん

●感染症の拡大抑制は大いに賛成であるが、世の中が

のその）を送っている。何でも自粛自粛では意味がな

過敏になりすぎていると感じる。（父親）

い。もっと強制力を持って対応に当たらないとダラダラ

●心のゆとりがなくなる事。お互いが監視し合う世の中

と緊急事態宣言（休校）を延長延長するだけ。（父親）

にはなりたくない。（母親）

●子どもにも我慢させて真面目に外出自粛しているが、
人によって自粛がまちまち。感染したらみんなに迷惑を
かけるので真面目に外出自粛を続けるけど、考えや行
動が甘い人を見ると、たまに馬鹿らしくなる。（母親）
●子供達はもう長い間家にいますが、やはりまだまだ外
に出て遊んでいる子が見受けられます。それを見て家
から羨ましそうに見ている子供達。。ストレスも溜まり、
最近は兄弟喧嘩も増えています。それでも感染が怖く
て外出はさせていませんが、どうしたらよいのか分から
なくなることも。皆が同じ意識を持って行動しないと、ま
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７．自粛生活で良かったことや工夫していること

自粛生活で良かったこと

●子供がテレビ漬けにならないよう、絵本やしゃぼん玉、

●息子は自閉スペクトラム症に感覚過敏などで不登校

クッキー作りなどをするように努めている。が、限界。

です。我が家の場合、現在の方が Zoom 等オンライン

（母親）

会議システムを使い人との交流が取れています。コロ

●子供がお友達と会えないことが可哀想。兄弟喧嘩が増

ナによる外出自粛が終わっても、感覚過敏な子供が気

えた。親ばかりが家の事をしていたら疲れてしまうので、

軽にコミュニケーションが取れるオンライン会議システ

『お手伝いが出来たらスタンプを押す』スタンプが 10

ムを利用した各コミュニティを続けて欲しい。（母親）

個以上集まったら好きなお菓子を買う等、ゲーム感覚

●この状況下ではありますが…。ひとり親家族となり慌た

で家事に協力してもらっている。（母親）

だし日々を 10 年ほど送ってきたので、一緒に料理やお

●相当、子供もストレスが溜まっている。子供とはスイーツ

やつを作ったり、子どもの好きなゲームやドラマを一緒

等を一緒につくったり、本人が希望すればご飯を作ら

に観たり、子どもとじっくり関われるこの休校中の時間

せるなど、なるべく子供がストレスを溜めないように、気

に、細やかながら幸せを感じています。学校再開時に

を使っている。（母親）

は子どもの登校渋りや私自身の社会生活復帰に問題

●子ども 2 人の精神面を考えて 1 日 2 回散歩へ行った

は出てくるとは思いますが…今現在の状況を前向きに

り、ドライブへ行ったりしている。上の子6歳は精神的に

楽しみたいとは思っています。親子で決めている１日の

辛いようで、下の子をいじめたり、暴言や暴力が増え心

学習時間（3 時間）と、ジョギング、家事分担をクリアー

配である。私自身もストレスで体調を崩した日もある。

すれば、あとの時間は好きなことをしていいことになっ

（母親）

てます。（母親）

●子どもがストレスを感じているということを日々実感す

●慌ただしかった毎日がスローな生活になり、内面にゆ

る。また、3 月から外で遊んでいないので、子どもが太

とりが出て良いと感じる所もあります。コロナウイルスに

ってきているし、友達とも会いたがっている。そのため、

感染するかもしれないという恐れ、生活資金の不安、も

少しでもピクニック気分が楽しめるように、おやつと敷

ありますが今出来る事をしながら、慎ましく生活してい

物を持たせて、アパートの廊下で食べさせている。する

こうと思います。（母親）

と、同じアパートに住んでいる子どもが集まってきて、少

●我が家は共働きで今までは家族全員で食事をするこ

し遊んだりしてストレス発散をしている。運動は相変わ

とが少なかったけれど、今はステイホームなので家族

らずアパートではできないけれど、こうやって少しでも

全員で同じ時間に同じ食事を取ることができるように

家族以外の人と触れ合えてとても楽しそうです。同年代

なったことだけは良かったことです。でも、たまたま病院

との触れ合いは子どもにとって大きいと実感しました。

で見かけた事例ですが、母親が幼児に些細な事を

（母親）

度々注意していて、２人とも気の毒に見えました。小さな

●家が狭く、部屋もないので、プライベート空間がなく中

子供のいる家庭の負担はものすごく辛いものだと思い

高生にとって長期の休みはストレス。また今回は外出自

ます。親子両方の精神的なサポート体制が必要だと思

粛という事で家族全員、家に缶詰状態で困っている。

いました。早く通常の日常に戻ってほしいです。（母親）

子供の年齢が幅広いので普段はなかなかひとつにま
とまらないけれど自粛を利用して、家族全員でゲーム
をしたり映画を観たりと同じ時間を作り、沢山話し合い、
心の中にある不安やストレスを溜めさせないようにして

子どもとの自粛生活の工夫

いる。（母親）

●子どもの健全な日常生活を維持することがむずかしい。

●子供たちと現状についてよく話し合う。子供たちの受け

子どもの成長を助ける取り組み（生き物の飼育や観察、

取め方はそれぞれなので、ストレスをなるべく溜めない

運動、カードゲームなど）を行うように心がけている。

ように、吐き出してもらう。社会的弱者の方の保護が早

（父親）

急に求められていると思う。先ずは公的機関が先頭に
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立って手を差し伸べるべき。そのシステムの確立に注

●なるべく買い物回数を減らして 1 日 2 食にしたり、おや

力して頂きたい。（母親）

つを買わないで済ませたりできるようにしている。

●ずっとおうちで過ごすことで、子どもに対して食べこぼ

（母親）

しや片付けなど小言が増えてきて、お互いうんざりして

●食費を節約する為に、私はあまり食べてない。お腹すか

きた。なのでアンガーマネジメントを意識してみたりし

ないように、寝る。団地に住んでるが、家賃を免除して

ている。（母親）

ほしい（母親）

●空いてる時間帯に外遊びに出る。旦那、子どもにイライ

●地域のお弁当の社協からの無料配布などを利用して

ラしないように自己コントロールを意識。食費、光熱費

生活をしのいでいる！ このままでは、子供達の成長に

がだいぶ増え気になる。補助がでるからこそ家での過

も影響が出るのでないか不安（父親）

ごすため、オモチャを買える。ありがたい。（母親）

●明るい時間に行動して、暗くなったら寝る、電気代節約
のため！ （母親）

口出ししない

●質素な食生活。アルコールを控える（母親）

●自分で始めようと思うまで何も言わずにいる。（母親）

●お互いの外出の時に「それ、いまじゃなきゃダメ!?と家

●外出できないぶん、家の中での振る舞いは道徳から外

族間で声がけ。子ども３人に、余りガミガミ言わない。

れていなければ自由にしている。特に勉強の事は口だ

在宅は、子どもの責任ではないから散らかる家の現状

さない。（母親）

に、抵抗しないように心がける。お金を使いたい時に

●勉強含め、子供に干渉しない。お互いがストレスが溜ま

「これ、収束後の資金にする？」と使いたい時期の資金

らないように週に一度程度、ドライブに行く（コンビニ以

にする。（父親）

外、人と接触することはない）。（母親）
●１番の困り事は、子どもが家で課題に取り組まない事。

ネット等の活用

外出してほしくないので、いたしかたなく、SNS やゲー

●LINE で友人と予防対策の情報共有をしながら、日々

ムの時間に規制をかけていない。普段なら叱る事も、喧

慎重な行動実践をお互いに励まし合っている。（親族）

嘩にならないように、多目にみている。（母親）

●家族以外との会話がなかなか持てないが、ビデオ通話
などで友人などと繋がるようにしている。（母親）

時間割を作成

●在宅勤務中でも子供が少しでも側から離れて遊んで

●毎日時間割を決めさせて、家庭科なら昼食作り、体育

くれるよう、YouTubeなどの活用(本音はあまり見せた

なら卓球…など、勉強＋遊びをいれています。（母親）

くなかった)。（母親）

●一日の時間割りを作成。新教科書を用いての勉強時間、
体育（運動）時間、給食（昼食）時間、掃除時間を確保

その他

（学校ごっこ）。食事、おやつなどの料理を毎回一緒に

●親にも一人部屋を作りました。一人になりたい。。。

行い、洗濯など分担して家事を経験させている。家事

（母親）

で得たお小遣いで、冷凍庫のアイスが買える（まちゃぐ

●出きる限り、明るく過ごすように心掛けている。（母親）

わーごっこ）。また、家の中にキャンプ用テントを張りお

●狭い家に子供 4 人が 24 時間ずっといるストレスを減

泊りしたり、非日常を演出し楽しんだり、ストレスがたま

らすため、出来る限り物を捨てたり、ひたすら収納して、

らないように工夫している。仕事が無くなったぶん、家

一日中片付けてます。（母親）

族（母と子）の時間は増えた。（母親）

●父親が料理など生活に変化が生まれるように工夫して
いる。（父親）
●現在は、あまり収入に変化もないので地域の飲食店の
ためにもと、テイクアウトやデリバリーなどを利用するよ

自粛生活の工夫―生活全般

うにしている。家族の気分転換にもなる。あと、地域の

節約

お年寄りや子どもたちのためのマスク作り等をするボ

●食費を浮かすため 1 日 2 食などにしてます。（母親）

ランティアグループを立ち上げて、自治会で配布したり

●大人は１日１～2 食（母親）

した。（母親）
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●子どもを職場に連れていって面倒をみている。（父親）

供はスーパーには一切連れて行ってなく、たまにベラン

●先が見えない中、家にいる時間をいかに有意義に過ご

ダで遊ばせたり、給油の時に車に乗せて気分転換させ

すかを考えているがなかなか難しい。具体策が無い。

たりで、自宅からは一切外出させていません。なので、

（父親）

5 月の中旬から学校が始まるのが、今はスゴく不安で
す。（母親）
●感染予防したいのに、マスクが手に入らない。ネットで
は高値になっている。洗えるマスクやインナーマスク等

感染予防

を使用して工夫している。（母親）

●コロナ感染予防で子供のアルバイトを休ませている。

●医療従者の負担を軽減するための国からの方策や道

（母親）

筋が見えないことが不安を増幅させている気がしてい

●子供たちは、一歩も外へ出していない。私が感染すると

る。そのため収束の目処も立たず迷路にいるような息

会社へ多大な迷惑をかける事になるため、アルコール

苦しさも感じてしまう。やれることをやり続けるしかない。

消毒や手洗いうがい等の感染予防に努めている。

医療、ライフライン、物流関係等の休めない仕事に向き

（母親）

合っている方々には本当に感謝しています。（親族）

●買い物以外で自宅から出ない。子供は感染しても無症

●危機感の無さにうんざりしています。マスクをしない人

状が多いと聞いたので、子供に至っては 1 ヶ月半程、

達が多すぎます。自分の為にマスクをする事によって、

家から出していない。（母親）

周りへの配慮にも繋がる事が分からないのか･･症状

●日常の買い物も、3 日に 1 回と行く回数を減らしたり、

が無い例も沢山ある中、マスクをしないで出歩くのが

1 人で行くように心掛けてる。休校になってからは、子

理解出来ません。（母親）

８．行政への意見・要望など

新型コロナウイルスについて

どれ程あるのか。（母親）

●早めの薬品の開発と、ワクチンを製造、確保できる日が

●そんなに恐れるほどでもない病気に対して、メディア・

待ち遠しい。短時間でも 1 人の時間が欲しい。（母親）

政府がタッグを組んで煽り、私権の制限を市民自らが

●地域のコロナ感染情報の細かな情報がしりたい。

選択するように先導しているように見える。その先に待

（母親）

っている事の方が現在の状況より深刻で怖い。（父親）

●ＰＣＲ検査実施による感染有無の見える化。結果、活動

●とにかく1日でも早く終息を。子どもたちの元気な姿が

自粛への促し。（父親）

みたいです。（母親）

●コロナウイルスを正しく理解し、正しく恐れ、過剰に恐れ
すぎないことが大切だと思う。こんなときこそ、いろいろ
な視点からコロナウイルスの影響を知る機会が必要で

1 日も早い支援を

ありそのような情報発信をしてほしい(例:人口比率で
の感染率、死亡率は？年齢ごとの感染率や重症化率、

●自営業の知人から生活が苦しいとの相談があり、お金

死亡率は？インフルやその他の感染症との比較検討な

を貸したり、食料を届けたりしている。外国並みに申請

ど)。（父親）

を簡素化して１日も早く行政の支援をお願いしたい。み

●何をどこまで気を付けなければいけないのか知りたい。

んな精神的に追い詰められている。（母親）

購入した食品等、消毒が必要なのか、酸性の洗剤は有

●生活費が足りないので一日も早く給付金、支給してほ

効か、エレベーターの空気中のウイルスはどう防ぐべき

しいです。みんな感染拡大阻止する為に自粛して踏ん

か等、生活する上で気を付けなければならないことは

張ってますが、家計も苦しくて経済状況は死活問題…っ
45

て世帯、うちだけじゃない…。みんな色々なことで限界

てほしいです。でないとさらに貧困、自殺、虐待増えると

きてると思います。家賃、県市民税、国保税、光熱費など

おもいます。（母親）

も通常通りでは負担が大きい…。このままではコロナ

●今はコロナ感染対策のニュースばかりで…自粛…自

感染か生活苦による病気または自殺者が増えてくると

粛のニュースばかり……以前から問題になってた沖縄

思うので、市長や知事、国はもっとスピーディーに対応

貧困問題についての対策は一切ないし…他の県が独

してほしいです。（母親）

自で実施してるように、ひとり親世帯に対しての補償を

●国は中小零細企業への賃金・休業補償を一刻も早くし

してほしい……貧困問題と今まで言ってきてるなら、今

てほしい。第三次産業を中心とする沖縄経済は立ち直

この時期に、ひとり親世帯に支援してほしい…。（母親）

れなくなるかもしれない。自民党の憲法改正案からも
わかるように、国民より国体を重視するから、全てが後
手後手になっているように感じる。今目の前で苦しんで

子どもへの支援について

いる国民に今すぐ手当をしないと大変なことになる。
（父親）

●子ども食堂などの休所で居場所がなくなった子ども達

●支援するというのも今が必要であって給付も遅い。沖

が心配。食事が取れなくなっていないか。毎日どう過ご

縄はただでさえ貧困であるのにさらに追い討ちをかけ

してるのでしょうか。心配でも何もできません。子ども

られ支援が遅い事で沢山の人の命が危ないと思う。

たちを助けてほしい。（母親）

色々な支援を行なっている方もいて素晴らしいと思い

●貧困世帯へスピードを持って支援。金銭、食料支援。多

ますが、首里城に寄付しましたと新聞に掲載されている

子世帯は食費がかさみフードバンクも止まり、困ってい

のをみて、この寄附金を子供世帯に寄付してもいいの

る。（母親）

になと感じます。非課税世帯、ひとり親世帯もきついの

●経済的に苦しいです。子供の食費はバカになりません。

はわかりますが、私たち両親のいる世帯もきついという

高齢者向けの配食サービスのような社会資源を子供

ことも理解し支援をしてくださいと言いたいです。

世代へも是非お願いしたい。見守りにもなる。（母親）

（母親）

●生活保護世帯やひとり親世帯の子供達へは弁当の無
料配給や食料配布があると新聞やニュースでよく見か
けます。私達は貧困世帯ではありませんが、私のパート
代（10 万）がないとギリギリの生活です。子供の休校

給付金などについて

でこの 1 ヶ月パートも休んでいます。この非常時、希望

●定額給付金が世帯主に振り込まれる為、私や子供達の

する全ての子供に昼の１食だけでも配給してもらえると

分まで夫の手に入るのがとても困ります。児童手当も

助かるなと感じています。（母親）

そうですが、夫は自分の通帳に振り込まれたものは自
分のものとして趣味等に使います。話が通じない上、過
去に DV もありましたので要求できません。DV で避難

給食費・学費等の支援

している方は手元に届く手段があるようですが、その制
度から漏れている私には届きません。もう少し給付方

●家賃や光熱費、通信費は、生活費として欠かせないも

法を柔軟にして欲しかったです。（母親）

のになっているため、これに加え、学業に関する費用も、

●政府は、人との接触を 8 割減に、と言っているが、ほと

猶予期間ではなく一律国からの免除があると安心して

んどの企業が通常通りの営業をしている。国が補償を

生活できる。一律 10 万円給付は助かるが、衣食住の

十分にしないから、企業も営業せざるを得ない。政府

基盤となるものの補償がほしい。（母親）

の言っている事に筋が通っていない。また現金給付一

●収入に関係なく学費などの免除があれば助かる(保育

律 10 万円を一回行えば、国民が納得すると政府は思

園から高校まで)（母親）

っていると思うが、それは大きな間違い。（母親）

●不要不急の外出禁止、ここ１ヵ月子供は車にも乗って

●４月からの仕事ができずに経済的に苦しいです。みん

いないだろう。自宅にいる時間が増え、食費や生活費

な同じだと思います！ 沖縄県、市町村からの給付もし

などの支出が増えている。給食費や保育費が減免にな
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ってほしい。（父親）

ている。（父親）

●受験生の子供が二人いるが、学習時間が確保される

●所得に影響はないが、食費、光熱費、遊びの工夫のた

か心配してます。奨学金の拡充を急いで欲しい。特に

め等に支出が増える。フローが増えるのはジワジワと

給付型の対象が狭すぎると考えます。（父親）

家計に影響を与える。ストックのない家庭にはこの負担

●大学生の子供の資金援助をお願いしたい！ （母親）

は大きなストレスになる。民間の弁当支援等はとても喜
ばしいことだが、行政の義務では？と疑問に感じる。ま
ず、防災備蓄を吐き出して生活困窮世帯の食の欠乏を
防ぐべきではないか。長期間、断続的に続くと思われる

児童手当等の増額

コロナ対策に、民間の体力は長くは続かない。命を守る

●こんなに子供といられる時間はこの先ないと前向きに

ことが行政の責務。今はその姿勢が見えないため、絶

考えてますが、やはり、食べるため養うためのお金は必

望的な状況だと思う。（父親）

要なのでこれがとても不安です。感染してしまっても仕

●対策が自粛しかないのが、精神的にも経済的にも辛く

方ないと考えられるが、お金がないと仕方ないではす

感じます。飲食店の経営難をニュースでみてると、命を

まないので、また借金できる環境ではないので、今は

守る為の自粛により、苦しんでいる人もいることを感じ

良くても子を持つ親としては児童手当の増額、また高

ます。そういう人達の補償は貸付ではなく、支給という

校生までと広げてほしい。（母親）

かたちを政府はとってほしいです。（母親）

●月末まで緊急事態宣言が延長になったが、解除されて

●減免の申請などいろいろな手続きか分かりづらく今後、

もイベントはすぐに開催 OK にせず、その後 1 ヶ月程度

金銭面での負担軽減につながる支援策がわかりにく

は様子を見るべきだと思う。沖縄は小さい島だし、医療

い。（母親）

崩壊が 1 番怖いと思うし、そうなってはいけないと思う。

●市のサポートセンターに給付金や家賃援助等の相談も

県外とは違うので、慎重に決めてほしいです。仕事は

しましたが、「世帯主の収入が減少してないのなら対

今まで通りですが、給食が無いこと、ずっと子供が 1 人

象外」でした。職場でも休業補償の申請はやってもらえ

で家にいるので、想像以上にお金がかかっていると感

ませんでした。4 月は学童利用してませんが返金はな

じる。可能な限り、手当ての増額を検討してほしい。追

いそうです。この先さきだつものがなく不安しかありま

加手続きではなく、今までに申請している書類などで

せん。（母親）

判断してほしい。（母親）
●ひとり親世帯への児童扶養手当の増額支給をお願い
したい。市町村によって違いがあるのは疑問。（母親）

その他
●子どもだけでなく、高齢者単独世帯のサポートも考え
て欲しい。買い物や運動機会の減少の対策があるとい

政府や県、自治体の対応について

い。親から受ける印象から、年齢的に罹患のリスクが怖

●今回の日本政府のコロナ対策や経済対策は全てにお

くて、生活に伴う活動が縮小し、精神的には不安が増

いて、情が感じられません。（父親）

幅しているように感じる。（母親）

●政府の対応に本当に頭にきています。なにもしない、た

●一人親であっても、一定の収入があると日頃から一人

だ自粛だけ要請する。みんなの生活を何だと思ってい

親への情報が入ってこない。支援がない。（母親）

るのだと怒りと悲しみを抱いています。（母親）

●補償がないのに休業。子どもの学習環境(オンライン対

●世界的に見て感染拡大が後発であったにもかかわら

応等)が整備されてない。水道や電気、ガス等のライフ

ず、政府対応（医療体制、休業補償、渡航制限など）が

ラインに関わるものの負担軽減がない。といった行政

遅く予測出来たはずの対応が全て後手後手であると

の対応に怒りを感じている。また、医療関係者だけでな

感じる。また、それに順じるように、各都道府県や自治

く運送業者、スーパー、保育、教育、建築…等すべての

体なども自ら考え判断するべき部分を先送りし、責任

人が頑張って社会を作っている。それはコロナの対応

回避の日和姿勢で対応が遅れ市民生活に混乱を招い

でも変わらない。いつでもすべての人が支え合ってい
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ること忘れてはいけない。感謝するなら頑張っているす
べての人に感謝を表した方が良いと思う。一部の職業
にのみ感謝を表す報道には疑問を感じる。（父親）
●自粛を要請するなら保障制度を整えてほしい(ベーシ
ックインカム等)。また、この緊急事態下においては、医
療現場だけではなく、保育士、学童指導員、スーパーの
店員等、社会を支える立場の方々に国や自治体が特別
手当てを出してほしい。（母親）
●コロナ以前から、不登校やフリースクール、ホームスク
ールなどの児童生徒は何十万人もいたがほぼ放置さ
れ、個々の家庭で公立の不足を補ってきた。コロナにな
り多数が登校出来ない状態になってから支援を始める
のかと、こちらは冷ややかな目で見ている。不登校家庭
こそ今回のコロナに強く対応出来ている(学校に頼りき
りの家庭は休校で打撃を受けている)という声を聞い
たが、まさにそうだと思う。うちはお金や労力をかけて
でも子供を公立に頼らず勉強を教える学べる環境を用
意できるが、他もそうとは限らない。どんな家庭でも子
供が勉強できるように、学校に通わずとも学べる環境
をつくるべく、『教員による評価内申制度の廃止、部活
の外部化、出席率の重視はせず学びたい子は先取り
学習で学年にとらわれず確かな学力定着重視』で。
『学校は通学とオンラインの選択できる』世の中が必
要ではないか。（母親）
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