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薔薇マークキャンペーン緊急提言への賛同メッセージ（抜粋） 

2020/03/30 

 

3月 29日朝時点で、約 3万人から政策への賛同が寄せられました。主に自粛・休校などによって生活破

壊を受けている当事者の切羽詰まった声を中心に紹介します。多数のため、類似するメッセージは省略

しています。 
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(1)自粛要請の対象となったイベント・文化関連 

夫がイベント関係の仕事をしており、各種イベントの中止により収入が絶たれています。一日も早く

こうした公的な助成が行われることを祈ってやみません。 
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職場が休館になってしまい、4 月以降も現状が続くようなら経済的に厳しくなることが確実です。こ

の薔薇マークキャンペーンのような思い切った財政出動が必要だと思います。呼びかけに感謝しま

す。 

花屋です。この時期は特にイベントごとに収入が左右される職業です。自身で選んだ職業とはいえコ

ロナウィルスで更に低くなった収入で生きていくのは厳しいです。 

賛同します。結婚式・結婚披露宴関係の仕事をしています。コロナの影響で 3 月・4 月に開催予定だ

った結婚式の中止や延期が多く、仕事が減っていて収入が不安です。 

イベント運営会社に勤務しています。イベント自粛により、売り上げは前年比 90%以上ダウンしてい

ます。このままでは会社が潰れてしまわないか、そうなった場合暮らしはどうなるのか大変心配です。 

オリンピックを一年延期されるとビッグサイト等での催事で海外からの仕事を得ている企業等は倒

産します（首くくることになる）エンターテインメント業界の自粛でも同じことが起こり得ます。中

止の上、休業補償代わりの現金給付をお願いします。電子マネーでは家賃の支払いに回せません。あ

と、国会議員先生方は全員通勤電車体験してください。 

今、美術館内のミュージアムショップ内で働いています。美術館がしまってしまい、毎日 30 万ほど

あった売り上げはここ１ヶ月すべてゼロになりました。パートさんも困っていますが社員である私た

ちも、このままショップが閉店したままだとすでにこの時期にあわせてわざわざ作った新商品の代

金、買い取りした商品の負債(食品などは賞味期限もあるせいで全て廃棄になります)や人件費などで

倒産がすぐ目の前まで見えてきていると、上司から伝えられています。このままでは生活できません。

倒産後の転職先も簡単には見つからないでしょう。消費者の負担を無くし、少しでも経済がまわる努

力を、政府には見せてほしいです。 

今話題になっているエンタメ業のスタッフの一人です。政府の支援無しであるエンタメ業への規制で

多数の音楽業の界隈がダメージを受け、またそこに関わる仕事はキャンセルが相次ぎ収入も減少、生

活できるかどうか今後の行方もわからず、しかし税金は差し引かれていく状況。先の見えないこの騒

ぎに自粛しろと言われても、自分がやっと漕ぎ着けた仕事で生きるか死ぬかの 2択はもはやコロナと

いうよりこの政府のやり方に疑問を感じざるおえません。国民を守るためにやることはお願いするば

かりで国からの保護は一切なく自己責任？私たちの生活には娯楽エンタメは下に見られて消される

存在なのでしょうか？心の豊かさを守る事は？金銭面での生活を保護する事は早急に支持され、消費

税は停止したほうが良いでしょう。エンタメ業は身を切っている状況です。 

賛同致します。現在、私が個人事業主として生業としている興行関係が国から不要不急の事案とされ、

自粛が続いています。国が不要不急というものにも何千万人の国民が生業として働いていますが、補

償や補填のような経済対策は全く発表されておりません。特に興行やエンターテインメント関連は私

のような個人事業主が多く務めている他、今回のコロナのような場合は保険は適用外の為、至急の死

活問題となり頭を抱えております。他の業界、業種でも深刻化している経済問題にこのキャンペーン

は素晴らしい対策案だと考えております。 

植物や造園に関わる企業に勤めております。企画や運営その他関わりのあるイベントや企画が軒並み

延期、または中止になっており会社のダメージはもちろんですが、下請けの企業さんはさらに重いダ

メージを負っています。このまま政府が動かなければ我が業界は立ち行かなくなる恐れもあります。

どうか本キャンペーン実施がされることを切に願っております 

我が家は祖父の代より芸事で生きており、私の子も子役として活躍しております。そんな中今興業の

世界が死に至ろうとしております。このまま 1年間収入がなくなったら税金も払わなきゃならない。

助けてください、舞台人が河原乞食と呼ばれた昔と同じように道端で芸のことしか知らないために飢

えて死ぬような人間を出さないでください。劇場やライブハウスのような狭い興業の場が最大の感染

元というのが把握できるようになり、ますます「河原乞食」のような賎民に戻っていってしまいます。
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助けてください、ここで芸を絶やさないためにせめてもの慈悲を、政治的決定を。 

様々な業界が冷え込んでいますが音楽業界にいるもの、舞台関係者は事実上失職状態にあり、このま

まだと自殺しなければいけない…と言う人も周りにいる現状です。次の若い世代も〝音楽に未来はな

い〟と思ってしまっている現状です。音楽以外でもそうだと思います。〝日本に未来はない〟と思っ

ている若い世代は私も含めて沢山いて、政治家は我々を守ってくれないという絶望が蔓延していま

す。このような経済学者の皆様の提案で再びこの国が前に向けるようになり、次に進めるようになる

事を切に願います。 

フリーランスの美術系作家です。展示会の取りやめやイベントの中止などで、このままだと経済的に

死んでしまいます。(ネットショップにて販売もしていますが、お客様の収入が無いので売り上げに

なりません。)どうにかしていただきたく署名しました。よろしくお願いいたします。 

今回の自粛要請により、出勤調整に加え時給も下げられて収入が激減する見込みです。このままだと

家賃が払えません。お金を借りれたり、支払いが延びたところで、今減った分の収入が後からもらえ

るわけではないので返せません。いつまで続くかもわからないし、自粛要請が解除されたところで収

入がすぐに戻るかもわからないので日に日に不安は募り精神安定剤や眠剤を飲まないと眠れない毎

日を送っています。何も考えたくないしお金が使えないので空いた時間はひたすら睡眠導入剤を飲ん

で寝ています。自粛要請による損失補填していただきたいです。景気回復以前に、まず生活を守って

いただきたいです。給付金 1万 2千円以上という案を聞いた時は国は守ってくれないんだと絶望しま

した。最低でも 20万円程度補償していただきたいです。。 

イベント関係の会社（設営や運営等）への保障（給付金等）も求めます。現在 4月までのイベント設

営（国際展示場や幕張メッセ、文化村などで開催されるもの等）がほぼすべてキャンセルされ仕事が

なくなっています 

屋形船が職場です。コロナによってここ１ヶ月ほど仕事がなく、アルバイトのため補填もありません。

船宿もやっていけるか…。応援させていただきます！！ 

市立図書館で働いていますが、このひと月はずっと休館になっています。この先もどうなるか分から

ない状態で非常に不安です。国からの支援が必要です！ 

なんの理解もしていない富裕層が決めた低賃金、そして昨今のイベント中止で、金欠にあえぐ若い世

代にこれ以上の負担を増やさないでください。どんなに切り詰めても月に 2万しか貯金出来ない、食

費を削る為に、生活費を捻出するために食事を削ることしか出来ない層がいる事も理解してくださ

い。そんな若者が救われるよう、政策して下さるよう期待して、応援しています。 

コロナの影響で大小様々なイベントがなくなり、3 月の仕事が 0 になりました。4 月ももうほとんど

仕事はなく、貯金だけで生きていくには苦しすぎ、1 日 1 食程度の極貧生活を強いられています。こ

のキャンペーンが実現されることを祈ります 

オリンピック延期が決まり、来年もまたイベント業界は割を食うことになるのも、残念でなりません。

全ての国民がそれなりの損害を被っている現実を、国民の代表である議員のみなさんに知ってもらい

たいです。できればもっと娯楽事業を職業として生きている人達が首を括るしかなくなっていってし

まうのも食い止めて欲しいです。開催してもバッシング、中止延期は儲けなし。「自粛要請」という形

のせいで、イベント会社はどちらにしても潰れるしかなくなっています。娯楽だと捉えてる人達は「ま

たやればいい」だなんて気軽に言いますが、「また」がないところだってたくさんあります。そういう

人達を救って欲しいです。 

まさに、旦那はイベント業です。3 月軒並み全て白紙です。利益 200 万がゼロです。家賃も賃貸なの
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で、厳しいです。子供もいますし、お先真っ暗です。 

この騒ぎでライブハウス界隈は瀕死です。非常事態でエンターテイメントが真っ先に切り捨てられる

のは仕方ない事を承知していますが、遠くない未来に世間が通常に戻ってからプロ/アマ問わずアー

ティストの方が自己表現できる場所がなくなってしまうのは本当に悲しい事だと思います。多くは望

みません。せめて収束の兆しが見えるまで、店を維持できる給付を心から願っています。 

新型コロナウイルスの影響でコンサートが軒並みキャンセルとなり３月は一ヶ月（４月のコンサート

も既に一部キャンセルが出ていて、５月の出演予定のコンサートも今、開催をするかの協議中だそう

です）休業状態です。今月、来月の家賃や電気代・ガス代の支払いが出来るのか非常に不安の中で生

きています。生活費としても利用できる現金給付金の配布を強く願っています。 

イベント運営会社にて非正規で働いております。3 月より出勤は 0日です。よって来月の収入は 0に

なります。副業にて他の就業場所もありますが、そちらもコロナの影響を受け店舗維持費も危うい状

況でスタッフも削減されております。自分も含め今月は乗り切れても来月はどうなるのだろう？と不

安に思う非正規労働者は多いかと察します。現金を給付することにより、どれだけの層の国民が生き

長らえるか国は把握するべきです。そして、もはやこれは労働者個人の問題でもありません。国民、

企業を今ここで守らないと立て直せないです。破綻します。この緊迫した国民の空気を知る義務が全

ての政治家たちに有ります。国民の生活のために現金を給付すること、そして少しでも経済が滞らぬ

よう一時消費税の減税賛同致します。どうかこの小さな声が誰かに届くよう、そして来月も再来月も

家賃が払えるよう生きるしかありません。 

エンターテイメント全般の仕事に携わる人間が、どのような効果や影響を生んでいるのかすら想像し

てもらえないままに「勝手に好きな事を自由にしてしているだけの人達」として軽んじられ、「不要」

と切り捨てられる。更には当たり前に働き暮らしを営む人間が簡単に切り捨てられる国です。確かに

いちから食べ物や仕組みを作る人や仕事には適わないかもしれません。それでも「不要不急」や「娯

楽」を真っ直ぐに楽しみ、共有し影響し合うことの出来る、また、そういうものを必要とし、尊重す

る事が出来る余裕のある、本当の意味での豊かな国であること、そこに立ち返ることができるよう切

に願っております。 

 

(2)自粛の影響を受ける飲食店・個人事業主・サービス業 

京都で、祖父の代から土産物店を経営しています。東京オリンピックに向けて、インバウンドの観光

客を引き込もうと、京都の街には様々な資本が入ってきて、固定資産税も消費税も上がり、従来から

商売をしているうちのような小さい店はなかなか収益を上げられないようになってきていました。そ

の上、今回のコロナウィルス。内外の観光客の激減に、いつまで持つだろうかというのが、正直なと

ころです。なるべく早く給付金が支給されることを願ってます。 

飲食店を経営しておりますが、目の前の支払いで精一杯で、もう来月のことなど考えられない状況で

す。緊急の対策を強く訴えてくださる皆様と、その内容に賛同いたします。 

貸家業をしていますが、修理代が嵩む割に築年数で賃貸料は上がりません。消費税で四割は支払いが

増えているのに賃貸料には添加できない。ツラすぎる。それなら、消費税なんていらないでしょ。み

んなお金なさすぎて借りてくれない。コロナの対策もしてよ! 

フリーランスのゲームシナリオライターを、二十年以上つづけています。現在、私ひとりで小学生の

子供を育てています。氷河期世代のため、就職では長く苦しめられてきました。努力に努力を重ねて、

なんとか食べていけるようになったところに、今回のコロナウイルスです。取引先からは、契約を打

ち切ると言われました。現金支給があれば、営業活動で出歩くことをひかえ、しばらく子供の側にい

られます。具体的には、家賃１３万が厳しいです。 
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小さな飲食店を経営しています。オープンして 3年目。お陰様でたくさんのお客様にお越し頂いてい

ますが、まだまだ借金もあり、店の体力がありません。このままコロナの影響が切実になってきたら

ひとたまりもありません。やっと軌道に乗ってきたのに…。なんとか続けて行きたいです。どうか政

府には思い切った政策をお願いしたいです。 

完全歩合制のリラクゼーションで働いているマッサージ師です。コロナショックでお客様の数は半

数、収入も半分に減少しました。今月は家賃をなんとか払えそうですが、来月は分かりません。 

東京のホテルでアルバイトしているのですが、来月からシフトが半分近く削られて収入がありませ

ん。食事代は自分で払っているのでこのままでは餓死します。お金ください。 

素晴らしい提言をされておられるので賛同致します。北海道は今まさに苦境に立たされ、個人経営の

飲食店は日毎に廃業に追い込まれています。大企業ではない、町場の庶民が真っ先に苦境に立たされ

ております。私はタクシー乗務員ですが、前年月と比較して売上が 6 割、8 割減となり崖っぷちにお

ります。ここで正しい判断を国がしなければ、本気で自殺者が山ほど出てしまうでしょう。何卒ご決

断頂きたく存じます。 

子供達の安全、社会の安全のため、教室を休講しております。しかし、休講中の収入はすべて失われ、

教室の賃貸料のみ支払い続ける現状です。生活もままならず、今すぐにでも助けが必要です。政府の

要求する安全のための対策には最大限協力いたします。ですので我々自営業やフリーランスの人々も

含め、全ての国民に対して手厚い助成を求めます。 

それぞれの奨学金返済額あわせて月 5万で、リラクゼーション施設に、個人事業主としてスペース借

りてなんとか返してたんですが、もう、来月生きていけるかもわからない状態です。猶予願は出しま

したが自分の生活費も危ぶまれる状態なので、この提案はほんと一筋の光に感じました。どうかどう

か通りますように賛同致します。 

個人事業主の家族専従者です。コロナにより、一番儲ける時期の 3月の売り上げががた落ちです。個

人事業主と専従者について、国の支援は貸付くらいしかありません。万一休業しなければならなくな

ったとき、欲しいのは借金でなく、休んでもかかる家賃や光熱費、そして生活費です。国の政策はそ

こが抜けています。きちんと生活保障をしてコロナの収束に力を入れるべきです。 

フリーランス音楽家をやっており、新型コロナウイルスの影響により、2 月末からほとんどの仕事を

失いました。総額 50 万円程度の損失で、自分にしたらかなり大きな額です。独身の為、補償の対象

外で 4月も状況が変わらなければ生活が出来なくなります。あと今まで積み重ねてきたものがなくな

ると思うと不安で夜も眠れません。どうか、国民の意思として伝えて頂けると信じて記載しました。

助けてください。よろしくお願い申し上げます。 

茶道体験を提供する仕事に就いております。主な対象は外国人観光客です。現在営業が立ち行かなく

なり、店舗の休業を余儀なくされております。スタッフは全員パートタイム労働者なので、今月と来

月のお給料が全く出ません。 

生家が自営で飲食店をやっておりますが、不景気と増税に加え今回の打撃です。選択肢は一つですが

病気を抱えた老親も年金を崩して医者に通わねばなりません。自分だけではありませんが、深刻な状

態に陥っている事実を、法や行政に携わる人達に切実に訴え、共に考え動いて欲しい。私達には待っ

ている時間がありません。 

フリーランスで仕事をしております。アーティストのライブグッズのデザインなどが主なため仕事が

激減しており先行きが不安です。読ませて頂き非常に説得力もあり、このキャンペーンに賛同します。 

大型商業施設内の飲食店勤務です。外国人観光客の減少、不要不急の外出自粛要請、時短営業などに

より収入が激減しました。この声が政府に届くことを願っております！ 

素晴らしい取り組みを支援致します。私は映像業界で働いていますがコロナの影響で全ての案件が頓

挫してしまい収入が絶たれました。東京在住のため家賃の支払いであっという間に生活が切迫し、「住
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居確保給付金」の手続きに役所に行きました。通常は職を失った人が対象ですがコロナの影響も加味

すると厚労省からの通知があるにも関わらず結局離職していないなら対象外と言われました。また給

付されたとしても振込は 5月になるなどまったく市民の緊張感とはかけ離れた内容でした。厚労省の

文書を見せても分からないの一点張りでまったく話にならず一体何のために長年税金を払ってきた

のか悔しさと虚しさに苛まれました。収束の目処も見えず不安しかありません。この状況を打開すべ

く是非お力添えください。 

コロナの影響で、pc教室の開講の延期が余儀なくされて困ってます。 食事が取れるだけの臨時の収

入があると、助かります。 

都内のアルバイトで接客業をしています。コロナの影響で売り上げが伸びず、明日クビになるかもし

れないと、不安な日々を送りながら、それでも希望を捨てずに仕事を続けています。休憩時間に

Twitter でたまたまこちらの記事を見かけ、署名しようと決意した次第でございます。悪用されない

ように祈りながら、署名の送信をさせて戴きます。よろしくお願い致します。 

宜しくお願い致します。フリーランスのダンサーです。コロナの影響でダンスの仕事、依頼が極端に

減り生活が困難です。宜しくお願い致します。 

新千歳空港でアルバイトで働いてます。急激に売上が落ちてしまい、お店が撤退するかもしれないと

いう状態です。シフトも減らされてしまい、生活が厳しくなってきました。 

私はホテルのシーツ等のクリーニングにパートタイムで従事しています。ホテルにお客様が入らなけ

れば、シーツ等の品物を回収できずに、こちらも同じく仕事が無くなっています。週 6 日勤務から 3

日になり、パートタイムの上、最低賃金では次の月はとても暮らしてはいけません。私は一人暮らし

をしているので、家賃、食費、年金、国保、その他の公共料金、他にも生きていく上で必要なお金も

貰えないとなると死を宣告されたようなものです。月に 16 万円でギリギリで生きているのが現状で

す。同僚たちも口々に｢働きたくても働けない｣、｢来月はどうすればいい？｣、｢独身でも補償はある

のか？｣と不安の声をききます。どうか、国民の声に耳を傾け、誰もが納得する対策をしてくれる政府

であるように願います。 

観光地に住んでいます。私の地域は観光業が主体で、私の職場は旅行会社さんにバスツアーの昼食場

所に組み込んでいただき、団体様の受け入れをする事で利益を出していますが、自粛要請やバスツア

ー参加の方の感染などのニュースで度重なる予約キャンセルにより仕事がなくなってしまっていま

す。昨年の台風の影響からようやく客足が戻ってきたばかりなのに、また毎日 0の数字ばかり目にし

ては増えていく休みにだんだん生活が苦しいです。 

私の住む沖縄は 2月後半から感染者が確認されていなったので、国内の観光客が訪れにぎやかな雰囲

気が出始めていた。首里城火災・豚熱の影響で経済的な打撃を受けているのに、3月 20日からコロナ

の感染者がででしまい、三重苦の負のスパイラルに入っている。政治に疎い私でも今回は声を上げた

い。・３年間、消費税を 0%・国民 1 人に 20 万円支給・2020 年度、社会保険料 0 円私も観光業に携わ

っているが、キャンセルが続き売上が 0。コロナに感染しなくても、経済的な理由で「命」の危険を

感じる。 

コロナの影響で仕事が減り、収入が少なくなりました。働きたくても働けない状況が続き、経済的に

ギリギリでの生活を強いられてます。給付金があれば、助かると思いました。実現されますように。 

司会業、ナレーター業を本業にしています。コロナの関係で中止になった仕事もあり、金銭面に不安

が残る状態です。もともと不安定な職なのでそれ以外にも飲食店と販売業も掛け持ちで働いています

が、そのどちらも人が来ない、特定のものばかり売り上げがあり、来客が減っているなど影響が出て

いる状況です。こういった声を挙げてくださる皆様に感謝と応援の意味で、賛同させて戴きます。 
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観光業に属する非正規雇用の者は 今現在進行形で苦しんでいます都内の高級ホテルに努めさせても

らっておりますが 客がおらず 仕事がなくコロナが始まってから貯金を切り崩し生活しておりまし

たが底をつきそうです。持病のある母もおり 私の収入が無くなると母が病院に行けなくなります。

休むと収入が０になる。仕事がなく 収入が底をつきそう。勤め先の会社自体もあと 2 ヶ月も続けば

倒産してしまいそうですどうか 助けてください休めと言うなら休めるだけの保証をください。 

フリーランス契約で結婚式のヘアメイクの仕事をしております。コロナのせいで 3月から続々と結婚

式が延期になり、収入が絶たれてしまい不安な日々を過ごしております。著名な方々が声を上げてく

ださってとても心強いです。今の日本政権は国民の声を全く聞かず、素っ頓狂な上辺だけの返答しか

発しません。正直絶望です。払った税金は国民の為にきちんと使っていただきたい。こんな時のため

の税金だと、払っていてよかったと思わせて欲しいです。日本を嫌いになりたくないです。どうかこ

の声が届きますように。賛同させていただきます。 

主人が飲食店を経営しておりますが、この昨今のコロナの影響で来客数は激減し近所のお店は泣く泣

く閉店をしたそうです。主人のお店も明日は我が身なので、毎日怯えて生きています。給付金が有れ

ば夫婦二人で来客に一喜一憂せず仕事にだけ専念していられます。賛同致します。どうかこの案が通

りますように。 

夜間飲食店での水商売をしておりましたが、２月初旬以降収入が無くこのままでは貯金も底をつき生

活もままならなくなっております。現在の想定されている元々金銭に余裕のある方への対策ではな

く、余裕の無い庶民への対策を。 

飲食店のアルバイトで働いていますが、営業時間短縮でシフト、労働時間をカットされています。営

業時間短縮が延長になり、ギリギリの生活が更に厳しくなり、生活が困難になる状況です。いつまで

続くかわからない中、不安を抱えて生活しています。 

イベント施設近辺の飲食店に勤めてます。全くイベントが行われなくなったので売上が毎日落ち続け

てます。不安しかありません。もしこのキャンペーンが実施されたら有難いです。 

今回のコロナウィルスの影響で、仕事が全てキャンセルになっているダンスインストラクターです。

このようなキャンペーンを立ち上げてくださり本当にありがとうございます。幼児からシニアまで指

導をしたり、団体に所属してイベントを開催するなどで生計を立てておりましたが、収入 0の状態で

す。政府は、私たちのような立場のものは関係ない、どうでもいいときっと思っているのだろうと感

じずにいられません。どうか全ての国民に、しっかりとした援助が行き渡りますように。 

コロナの影響で飲食店にもお客様が減っており、シフトカットされ、来月の家賃が払えないです。本

当にこの状況を国の人たちに知ってほしい 

私は旅行客相手に商売をしてる会社の従業員です。【渡航禁止】により 4 月から会社が全休になりま

した。先々がとても不安です。 

個人事業主の主人の仕事が 2月頃からコロナを理由にキャンセルが相次ぎました。しばらくは貯蓄で

やっていけると思っていましたが、4 月も仕事が入らないと一家で首を括るしかありません。銀行の

コロナに関わる融資の申し込みをしましたが、個人事業主には思っていたよりも間口が狭いようです

…キャンセルが相次ぎ、受注が来ないところを見ると、皆々様の金銭的状況も悪化の一途を辿ってい

るのだと思います。仕事の事も心配ですが、それよりも衣食住の衣以外が心配です。私は障害のある

子供が居て今はまだ働きに出て家計を助ける事ができません。どうか、いち早く金銭的支援をお願い

します。 

フリーランスの講師をしており、今回の新型コロナウイルスの影響から、セミナーを無期延期しまし

た。専門学校などの非常勤講師先も 4月からの来年度は不透明のままです。経済的な困窮が社会不安

を増長することになると思うので、こちらのキャンペーンに賛同します。商品券のような形より、現

金一択です。 
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主に欧米中心のツアーで生計を立てていました。この状況ではいつから仕事を貰えるかが見えなく大

変困惑しています。国内のツアーを含めても仕事はゼロ。1 つ 1 つのツアー毎に契約を結び給与が入

る仕事なので、ゼロ＝給与はゼロ。家賃他、いろいろな生活費が支障に陥る目前です。今迄いろいろ

な知識と経験を積みながら 20 年程続けて来た仕事でしたので、派遣であっても心配なく生活が出来

ていましたが、正社員ではないといくら会社に所属していても給与がありません。不安に思い労働局

に相談、困っている状況を伝えたのですが、個人では力不足でした。そして、ネットで知る事が出来

た薔薇マークキャンペーン。突然給与ゼロになる不安、生活保証への不安を国が解消してくれる事を

非常に強い気持ちで懇願しています。どうぞ国が動いてくれますように、国民を救済してくれますよ

うに、おもてなしの国日本がこの国に暮らす人々が生活出来るように真のおもてなしをしてくれる事

を切に願います。薔薇マークの方々と多くの人々の声で日本の国が真の救済を示し、更なる信頼ある

国家が形成される事を望みます。皆様のご尽力と日本国に感謝します。ありがとうございます。 

 

(3)休校の影響・子育て世帯の不安 

育ち盛りの男の子が 2 人いる共働き主婦です。現在休校中ですが、このまま GW 明けまで休みが長引

きそうな気もしてきました。子供の学力低下も不安です。子育て世代は春が 1番進学、進級の準備に

お金がかかると思うので賛同致します。 

子どもを育てています。大事な娘や家族を守りたい。コロナも怖いけれど、この不況によって生活で

きなくなることも恐い。普通のわたしたち一般人には、本当に死活問題です 

どんどん生きづらい世の中になってます。せめて消費税だけでも、どうにかしてください。子供達を

育てていくのに、消費税 10%は大きすぎます。 

主人の仕事もコロナで激減しています。会社に仕事がこないと言っています。給料は減るし、子供達

は自宅待機で毎日食費や光熱費もかさみます。 私自身も仕事に行けない日があったりと、今後の生

活に不安しかありません。国民の生活を守って下さい！国民の声を聞いて...本当に必要な政策を強

く望みます。 

未就学児を持つ主婦です。新型コロナの影響でパート先にお客様が来ず、コスト削減の為に勤務日数

を大幅に減らされています。生活がとても苦しいです。 

共働きで子育てに奮闘中の 30 代です。子どもを育てるのに必要なお金も、老後の自分達の資金も、

安心して暮らせる家を買うこともままならず、お金を切り詰めて毎日生活しています。消費税の停止

に賛成します。児童手当や新型感染症に対する給付金も 20 万円ならありがたいです。平成から令和

に変わり、経済の更なる発展どころか折り返し(昭和より悪くなる)と素人感覚で感じています。どう

か経済学の先生方、正しい知識と方向性をこの国に、政府に、お示しください。 

私は今臨月です。夫の勤める飲食店がコロナウイルスの影響で営業時間が短くなり、お給料が少なく

なりました。また、今後閉店の恐れもあり、生活に不安を抱えています。ぜひ賛同させてください。 

もうすぐ第一子が産まれます。コロナの影響で立ち会い出産や家族の面会も無しになりました。とて

も悲しいですが、派遣で働いているのでその後に待ち受ける経済打撃の方が心配です。どうか消費税

だけでも実現をお願いします。 

小中高校全校休校の為、子供向けの習い事のお仕事や子供向けイベントが全て無くなりました。フリ

ーランスで働いておりますが、習い事の講師の仕事は毎月決まった収入源となっておりましたが、国

からの休校命令があった時分に子供向けの習い事を開講する訳にはいきません。子供向けのイベント

のお仕事に関しても同じです。人の命の方が大切なのは一番です。休校自体は大切な処置だったと思

いますが、その処置によって生活が立ちいかなくならないようにキチンと補償をしていただきたいで

す。 
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賛同いたします。休校に影響を受け、約１ヶ月間仕事がなくなってしまいました。時間給なので、ま

るまる収入がありません。事態の収束を願うとともに、皆の生活が守られることを強く望みます。 

コロナで子供達がお休みになって収入減で困ってます！給付金もいまだにどうなることかわからな

い！凄く不安しかない毎日です！ 

コロナの予防も兼ねて家族に栄養のあるものを食べさせたいと思っても、消費税がちらついて、果物

まで買えません。奨学金は若者だけが返しているのではありません。30代の夫は子育てもするように

なった年代の今、まだ毎月返済しています。経済の逆風の中、消費税の停止や奨学金の軽減がされれ

ば、私たち子育て世代は確実に消費を増やします。どうか、安心して国民が暮らせる経済対策を行っ

てください。 

こども（未就学 2 人、小１年１人）3 人の母です。うち、こども 2 人は心臓病などの先天性疾患があ

ります。通勤も不安ですし、通園も不安です。でも、働かざるを得ません。経済活動活性化とわかっ

ていても、感染と先行き不透明から、買い物できません。税率ゼロなら家を買う、子育て家庭たくさ

んあると思います。周りでは、習い事やめている家も多いです。良い舵取りをお願いいたします。 

もうお金がありません。マスクも当初からずっとありません。子供と引きこもり、ウィルスを恐れな

がら過ごす生活はかなりストレスが強く子供にも顕著に表れています。 

3/22ちょうど娘が 6ヶ月の誕生日を迎えました。昨年戸建ても購入しています。ただでさえ私は育休

で金銭的に厳しい中、コロナが続けば生活が困窮します。乳児にとっても心配です。賛同させていた

だきます。 

子供が休校のため、仕事を休んだり、食費が嵩んで仕方ありません｡ﾟ(｡ﾉω＼｡)ﾟ｡給付金…欲しいで

す…つらいです。 

学校給食関連施設に勤めています。給食が無くなることによって、契約している問屋さん、そこに品

物をおろしている農家さんに打撃がいくのをこの 1ヶ月まざまざと見てまいりました。どうせ先に負

担がくるのだろう、と言われても今倒れてしまったら先の心配など意味は無いし、景気が回復してゆ

とりがある時に負担をする方がまだマシです。 

子供が 4人おり、休校措置等で妻の休職や食費や教材費等、大きく負担が掛かっています。大きな財

政出動で給付を貰えれば赤字の補填に利用して経済活動の活性化に寄与します。 

賛同します！休校措置は評価しますが、休校になって、家の電気ガス水道代、特に食費が高額になり

大変です。食べ盛りの子どもたちに食べるなとも言えません。日々の生活がやっとです。今日は、日々

の疲れが出て病院へ行き、4040円かかりました。これまた出費で家計がますます大変です。病院も食

費も現金なので、現金が必要です。商品券で医療費は支払えません。どうか、現金給付、消費税ナシ

でお願いいたします！ 

現在 1歳になったばかりの息子と、今年 5月に出産予定の双子を妊娠しています。産休育休が取れず

に派遣の契約停止で私自身が働いていないこともあり、今回の経済的な不安はとても大きく、安心し

て出産に備えることが金銭的にも精神的にも難しくなってきています。国には少しでもこれから起こ

りうる事態に備えられる最大の措置を望みます。 

給食センター員として働いています。コロナウイルスの影響で学校が休みになり、1 ヶ月間仕事がな

い状態になりました。バイトもしていますが収入が足りず生活状態がとても厳しい状況です。私以外

の沢山の方々も同じ環境にあるということ、その環境を少しでも私の賛同で変えられると思い署名さ

せて頂きます。 

具体的な案をありがとうございます。給食業者を忘れず、取りこぼさずにいてくださり、現場の人間

としてとても感銘を受けました。この署名が一助になれば嬉しいです。頑張ってください。 
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小学 2年生の母です。主人が佐川急便で仕事していますが名古屋の佐川急便でコロナが出て毎日心配

でなりません。子供とこの 1ヶ月部屋で過ごし毎日お昼ご飯を用意し、勉強もみてますが外に出られ

ない息子と毎日部屋にいるのはノイローゼです。主人の収入が出来高のため安定がなく 2月から生活

費のためパートに出ようと思っていた矢先の事でとても不安です。こちらに賛同させて頂きます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

賛同します。コロナのせいで幼稚園が預かりをやってくれず、有料の託児所に預けて仕事をしていま

す。こういう出費は補填されないし、家計が圧迫されて苦しいです。 

中一の子がいる母子家庭です時給 1000円の仕事で生計を営んでいますが 仕事が減り高校のための貯

金に手を出してしまっています。こどもが家にいることで 電気ガス水道代それに灯油もかかり こど

もは暖を取るのを自分から節約して寒いので布団に入っています動かなからお腹が空かないからと 

昼ごはんは食べてません出費を減らすため こどもなりガマンしているのですわたしも いつ仕事が

ストップ もしくは失業してしまうのか不安と恐怖に大きなストレスを感じていますどうか このよ

うな支援が行われることを心から望んでおります 

小学生と乳児の子供おり、衛生用品や食費、休校中の自宅学習代等が嵩んで大変です…。 

とても手厚い策を考えていただきありがとうございます。学童クラブ職員として勤務していますが、

一斉休校になり月曜日から土曜日まで 8 時から 19 時まで子どもたちと懸命に向き合い仕事をしてい

ます。しかし福祉の仕事は給料が安く、働けど働けど生活費を支払うことに精一杯で体力的にも精神

的にも参っている状況です。手取りが 20 万に届かず、ボーナスも支給されないため消費にお金を回

すことが出来ずこのままだと破産するしかない可能性があります。どうか、このような策が通り一人

でも救われる人が増えることを願っております。 

(4)シングルマザー 

難病で中途障害のあるシングルマザーです。この急速に進む経済の冷え込みは、直接子どもたちのあ

なたに直結しています。何卒お願い致します。病院にもかかれず、食事も制限せざるを得ない状況で

す。助けてください。 

母子家庭です。収入も減り、高校入学の息子の入学準備金等の捻出が厳しい状態です。政府の援助が

あれば本当に助かります。 

1 歳児を育てるシングルマザーです。今春から子供が保育園に行きはじめようやく収入が得られると

思っていましたが、コロナウイルスによる影響で近隣の求人が減ってしまい困っています。短い時間

しか働く事ができず、すぐお迎えが発生する可能性がある小さい子供を持つ主婦は、そもそも働ける

場所が限られています。今回のコロナショックによって、私達が社会に居場所を求められる可能性は

更に低いものになってしまいました。このキャンペーンが成功すれば本当に助かります。どうか宜し

くお願い致します。 

フリーターのシングルマザーです。現在の状況は保障の少ない立場の私にとってとてもありがたい声

掛けでした。応援致します。 

母子家庭で学校は休みなのに仕事は休めず。かといって収入より支出が上回ってきて本当に厳しいで

す…少しでも子供のために余裕のある生活がしたい 

私はシングルマザーです。長い休校で食費や光熱費が上がりとても苦しいです。早く給付金を出して

もらって気持ちが楽になりたいです。お金のこと、コロナウイルスのこと、色々考えるの疲れました。 

30 代シングルマザーです。なるべく人様にご迷惑をかけないよう、扶養手当を貰わずに済むよう、

様々なものを犠牲にして働いてきました。今、私の目の前には絶望しかありません。今日も死ねない

から生きています。どうか子どもたちが希望を持てる未来を。ただそれだけです。 

母子家庭で子供の預け先がありません。ギリギリの生活で先も見えず不安です。この声が届くことを
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願います。 

低所得の母子家庭で、高校生の息子 2人を育てています。養育費をもらえず、貯蓄も一切出来ず、そ

の日暮らしのような生活をして何とか耐え、頑張って生きております。これ以上の苦しい生活は死活

問題となります。最悪の時は、事故を装い死を選び、死亡保険金を子供らに残そうと真剣に考えて生

きております。 

非正規雇用のシングルマザーです。今、まさに親も子供もコロナの影響を受けています。震災にも合

いましたが、その時以上に、生活に不安を抱えています。そのひとつがお金。何の補償もない中で政

府の判断に振り回され、仕事も激減しています。今回の提言で、救われる方々もたくさんいると思い

ます。ぜひ、よろしくお願いします。 

私は、このキャンペーンに賛同させていただきます。母子家庭である我が家では特に消費増税の影響

が大きく、日々の生活が苦しくなっていることを実感しています。 

4 月から、小 4 と新一年生になる娘がいるシングルマザーです。今月頭から職場から出勤停止を申し

付けられ収入は 0 になりました。4 月は手当ての入金もないので生活していけなくなりました。食費

も切り詰めながらですが、正直限界があります。家賃や光熱費は間違いなく支払えませんシングルマ

ザーはかなりのリスクを抱えており国にすぐに対応してもらえないと子供たちを育てていくことも

難しいのです。誠意ある決断をしてくださることを願うばかりです。 

持病あり、都内在住、高校生の子供を持つシングルマザーです。接客業で働いていましたが、ピザ屋

なので需要増で感染が不安な為、１ヶ月休んだ後退職しました。子供は２月中頃から一切の外出を控

えています。子供に万一があったら生きていく意味がありません。また、自分に何かあったら子供が

心配で死にきれません。なんとか貯蓄を切り崩していますが、１日も早く給付金を現金で頂かないと、

生活が破綻してしまいます。もうすぐ学費で多額の支払いをしなくてはなりません。持病持ちシング

ルマザーは、コロナ関係なく死ぬまで働けと言われている気分です。給付金は商品券になるとか、キ

ャッシュレスで、又は窓口受け取り等々信じられない情報が上がってきています。現金で口座に振り

込んで頂かないと、学費や公共料金などの支払いに使えませんし、出来るだけ人と接触したくないの

で、商品券を貰っても終息するまで使えません。大体印刷等に掛ける経費と時間が無駄です。このよ

うな活動をして下さることに感謝しております。どうか声を届けて下さい。 

 

今回の新型コロナウィルスで 1ヶ月仕事ができずにいます。私は 3人の子供がいるシングルマザーで

す。そして保育士の仕事をパートタイムでしています。職場は市から受け入れ人数を減らす様言われ、

パートタイマーの保育士は仕事がありません。また保護者の方も預け先がなく大変な思いをしていま

す。私も自分ひとりならどうにかなったかもしれませんが、子供がいます。この先が不安で仕方あり

ません。政府は要請だけで、具体的な補償/保障の話もせず時間が過ぎるのを待っているような気が

しています。何か政府へ訴える方法はないかと考えていた時にこのキャンペーンを知りました。ぜひ、

声を届けてください。宜しくお願いします。 

 

(5)給与減少・雇用、特に非正規・派遣への影響 

当方非正規社員で、奨学金を返す身です。消費が落ち込む話を聞きながら電車に乗って感染リスクに

怯え、職を失うことに怯えています。賛同します。 

救済措置は一律平等にして欲しい。これを逸脱されちゃうと、必ずワリを食う方に回されることにな

っているので。 
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給付金、ばら撒かれてため込む人ばかりではありません。実際、身近に、派遣の仕事が急激に減った

ため、毎日毎日、数社の派遣会社に問い合わせても派遣会社自体に仕事がなく直接雇用のアルバイト

も、求人広告は出てはいるものの問い合わせると中止しています。今月はまだ一日も働いていない若

い人がいくらでもいます。現実を知ってほしいです。家賃も危ない状況です。一日も早く！願います。 

パートの時間が減らされてかつかつです…これさえ切られるかもしれないです。助けてほしい。 

自粛要請により、これから卒業シーズン、新生活シーズンなどお祝い事などの会合が全てキャンセル

のせいで…飲食店に勤めておりますが店の売り上げが厳しく、結果、勤務時間を減らされます。そう

なると自分の給料が減ります。低所得者なのでかなり厳しいです。それでいて税金などの支払いは増

えるばかりです。(年金がまた値上がりします………)補償も補填もなにもなく無責任に自己責任と唱

える人達は低所得者の税金を巻き上げた金で給料もらってるんですよね。っていうか、あんだけ高額

な(給料の 1/3が税金などです)税金を奪っておいて財源ないわけないです。助けてください…このま

まだとフリーターからきられてしまいます。 

パートタイマーの主婦です。勤務している店が今回の自粛要請により休業しており、給料も本来の勤

務の 6割で、ここから所得税などで引かれると雀の涙程度です。これ以上の生活の切迫は人間らしい

生活すらできなくなります。不安な日々を送らず、安全に、安心して生活ができるよう何卒お願いし

ます。 

派遣で働いているのでいつ派遣切りにあうか不安でたまりません。せめて少しでも安心して生活でき

る世の中になることを願うばかりです。 

契約社員で、持病持ち。コロナに怯え、会社から切られるのではと怯え、もう心から笑えないような

状況です。実家ではなく一人暮らし。（会社寮）もう何もかもなくなってしまうのかと心配で毎日辛い

です。助けてください。 

45歳派遣です。家のローンを一人で払っています。現在かろうじて出社を許されています。正社員は

在宅勤務です。派遣会社からはなんのフォローもありません。まるで政府は感染を広げたいような対

応しかしていません。今日は満員電車で顔を真っ赤にしながら咳を我慢している老人がいました。責

められません。働かないと生きていけないのですから。私たちの払った血税を国民に還元してくださ

い。 

40代の派遣社員です。ダブルワークをして週 7日働き、そうしてやっと安心してご飯を食べられ、好

きな本を一冊購入できる、そんな状態が何年も続いています。フルタイムの派遣の仕事だけでは 1円

も余裕はなく、冠婚葬祭があればすぐに生活が破綻するような状態のため、ダブルワークがどうして

も欠かせません。とうとう体が持たずに今冬は仕事を休みがちになり、収入がほとんどなくなりまし

た。自業自得と言われればそれまで、しかし一日働く毎日を送っても生活できないなんておかしい。

私も他の誰かも持っている時間数は同じ。健康に過ごして幸せに暮らしたいから懸命に働いてる。で

もなんとか食べられるラインまで働くと体を壊す。私は光が欲しい。懸命に働けば安心して暮らせる

という光。納めた税が納めた人へ、納められない苦しさの中で暮らせす人へ、どの人も共に豊かな社

会に生きてゆくために使われると信じられる光です。 

現在、派遣社員をしております会社都合で仕事が無くなったと思ったらコロナの影響で就職もままな

らず、大変苦しい生活を送っていますただの署名と思わず、どうか一市民の声を聞いていただけませ

んでしょうか何卒宜しくお願い致します 

給付金は素直にありがたいです。契約社員なので何が起きても自己責任で生活していかないといけな

いのでそういう面ではとても助かります。難しいことはわかりませんが、コロナのために国が動かな

いとこの状況は収束しないと個人的に思いますしこの活動を通して多くの人が助かることを願って

います。 

2 月の終わりから仕事のキャンセルが急激に増え、3 月は予定されていた仕事が全てキャンセルにな
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りました。つまり 4月には給料が入ってきません。携帯代や保険料など払わなければならないものは

沢山あるのにお金は入ってこない。正社員の方はある程度のお金が約束されているのでそこまでの金

銭的危機は感じていないかもしれませんが、私のような派遣社員は 4月から 5月にかけて死活問題レ

ベルで逼迫します。1 万 2000 円の給付金と聞いた時、冗談かと思いました。1 万 2000 円で 2 ヶ月過

ごせというのでしょうか？取り急ぎ 2ヶ月は過ごせるだけの金銭的なサポートが必要です。ぜひお願

い致します。 

非正規雇用の一人世帯で毎月の収入は不安定です。どうにか貯めた貯蓄も車の維持費で消えてしまう

のに、車がなくては生活できない土地に住んでおります。折り悪く派遣契約期間の満了が 2ヶ月後に

迫っており、転職活動に励んでおります。もし仕事が決まらなければひと月で生活が破綻する状況で

す。個人の生活を守る考えを公に呼びかけて頂きありがたく存じます。このご提案が採用されますよ

うにと心より賛同いたします。何卒宜しくお願い申し上げます。 

この度、国による要請に企業努力を勤めた企業に一方的に休みを強いられその間、働くことが出来ず

にいました。営業停止、出勤停止命令でもないので休業損害手当てもなく有給での消化でなんとかカ

バーをとのことですが正直、やっていけません…目先のお金に飛びついていることに変わりませんが

今、それが必要なんです。賛同致します。 

自粛要請はするくせに自粛による損失への補償はしない、でも自粛は強く要請する…そんなことあり

ます？首相は何一つ決断も判断もしていない。全部民間や個人に丸投げして全部自己責任。後手後手

の対応ばかりでおかげ様で派遣先を雇い止めされ来月から無職です。エンタメも旅行関連も飲食業界

も瀕死か既に死んでる。現状、休業補償があるのは学生の子供を持つ人か、フリーランス(しかも微々

たるもの)だけですよね。非正規雇用をこれだけ拡大させておいてそこへの対応を後回しにするなん

てよくできるな、という気持ちしかありません。12,000 円配る？12,000 円ぽっち配られたところで

なんの意味もない。政治家様の会食 1回分のお食事代にすら足りないのでは？そんなので「対策した」

とドヤ顔で言い張られ際には心底殺意が湧くでしょう。彼らは本当に人ですか？人に化けた鬼ではな

いですか？このキャンペーンがどうか現政権に届き、現政権が聞き入れてくれることを心より願いま

す。 

現在リーマンショック以上の事態です。自動車系工場で働いていますがイタリアの工場停止の影響で

主に生産している部品が止まりました。リストラもあり得ると言われています。なんとか毎月給料が

出るので低い賃金でも生きていましたが、本当にピンチです。助けてください。 

3 月 6 日付で派遣契約を切られました。次の仕事がなかなか見つからず、今度の固定資産税が払える

かどうかの瀬戸際です。 

コロナのせいで派遣の仕事ができなくて困ってます。実現してほしいです。 

薔薇マークキャンペーンに賛同いたします。今年から契約社員として時給 950円で事務の仕事をして

います。4 月から 1 年更新のはずでしたが、先日、6 月までの雇用契約書を渡されました。全社の業

績次第では、私は経費削減の対象です。非正規にも状況はとても厳しいです。 

飲食店、サービス業でフリーターとして働いている者です。政府が責任を背負わない中途半端な自粛

により、店舗の売り上げが赤字になりシフトを削られる事が多くなっている状況です。このままでは

家賃・社会保険・奨学金・光熱費等を支払うだけで給料が底をつき、必要最低限の食費を捻出出来る

かどうか、2 ヶ月後には自分がどんな生活をしているか想像出来ない程の経済的影響を受け、不安な

日々を送っています。どうか政府にはこの様な経済的に困難な国民が多くいることをしっかり考えて

いただきたいです。 

会社からコロナの疑いがある場合休むよう指示が出ました。有給休暇もなく、欠勤の補償もないので

一人暮らしの身としては大変厳しいです。少しでも国からの援助が行われることを祈っています。 

給付は周りの派遣仲間や個人経営の飲食店を見てもゴールデンウイーク前までというのが最低条件
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かと。 

スーパー、ドラッグストアに食料品を卸している会社に勤めています。コロナの影響で買い溜めなど

の煽りがあり、仕事が倍増し 2月から長時間残業の毎日でヘトヘトです。この状況がいつまで続くの

か先が見えずとても辛いです。 

パート社員ですが会社が保証制度対応しないとのことで休校により休んだ分は保証もされず年次有

給取得の算定に欠勤としてカウントされ次年度有給休暇はもらえない 少子化少子化というのに子

持ちに優しくない休校対応  

契約社員として働いています。この騒動を理由に解雇されるのではと毎日不安にすごしています。 

派遣社員として働いています。コロナウイルスのせいで、今まさに業績悪化の道を辿りつつある会社。

1 番に切られるのは派遣や非正規雇用の従業員です。これからの生活が不安です。どうか助けて欲し

いです。 

パート全員、会社を 4／15付で雇用契約解除になります。 

フリーターとして働いていますが元々診断されていたうつ病のこともあり生活費を稼ぐのもやっと

だったのが今のこの影響により稼ぐことすらできなくなっており本当に苦しい。私のように精神的に

病んでしまい今まで以上の絶望感を味わう方はたくさんいるかと思います。いずれ心の弱い方からこ

の影響の中、自ら命をたつ方も出てくるんだろうと自分を含めその可能性を考える程です。この活動

が社会が前向きになれる一歩だと信じています。 

今月 3月いっぱいで会社の更新が切れます。会社都合で失業保険はすぐ出るのですが、今の状態で転

職活動は難しいと思われます。手当がでるだけで、とても心に余裕が出ると思います。 

仕事が全く無くなり家賃が 2ヶ月後には払えなくなります。 

そもそも非正規の収入では到底暮らしていけない国だったのですが、この未曾有の事態で、経済面で

生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた気がします。どうかこの案を国が受け入れてくれるようキャン

ペーンに参加いたします。 

我が社もコロナの影響でいつ営業所が閉鎖になるか気が気でなりません。持病があっても子供を 3人

を食べさせていかなくてはならない、学費もある、高齢の母もいます。毎日が不安でたまりません。

賛同します！ 

コロナの影響で仕事が１カ月なく、単発バイトも人が多く受からず生活に難ありです。早く仕事復帰

もしたい思いと、政府から給付金を出ることを願ってます。このままの状態では生活が著しく変化し

明日生きるのも怖いです。 

現在、派遣をしておりますがコロナの影響で 6月までの任期が 3月末で終了となってしまいます。派

遣会社の方からは職業を斡旋していただいてますが 4月から始められず、次のところも現在返事待ち

の状態ですが 4月は無収入ということが決まったのは確実です。政府は、現金給付ではなく商品券や

旅行券という何かズレた判断をしていると思い賛同しました。生活がままならないのに商品券でどう

しろというのでしょうか？ 

コロナでイベント中止が相次ぎ、売り上げの見通しが立たないと雇い止めにあい、4 月から仕事があ

りません 

学者先生各位このようなキャンペーンを大々的に打ち出してくれてありがとうございます。特に非正

規雇用者は、今回のコロナの件で仕事をなくしてしまったり、無理やり会社出勤を与儀なくされたり

と、大変です。私たちいわゆる低所得者の声を国に届けてください。 

病気療養中の私と、シルバー派遣で細々と働く母の二人暮らしですが、とうとうコロナウイルスの直

撃で派遣現場は激減し、今月の世帯収入がゼロとなりました。僅かな貯蓄はありますが来月もこうな

らもちません。なんとか生きていきたいです。 
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派遣社員で、多くもなく、賃上げもない給与で生活しています。消費税増税で生活が圧迫され、今回

の新型コロナウイルス問題では契約終了の不安が拭えません。日本に生まれて良かった、日本人で良

かったと実感させてください。 

(6)学生バイト・就職活動への影響 

今年就活をしています。説明会の規模の縮小や中止、一つ上の人たちでは内定が取り消されるといっ

たことがあり、この先が不安です。就活生だけではなく、バイト先や馴染みの飲食店などでも悲鳴が

聞こえます。国や政府に給付金や税率の軽減を求めるこのキャンペーンに賛同したいと思います。 

せっかく大学に入れたんです。大不況がきて、学費払えませんはシャレにならないんてす。税金が無

理ならせめて補助金を。大学は学費補助をおねがいしたいです 

私は今年春から大学院に進む学生です。仕送りは無く、奨学金と飲食のバイトで学費と生活費を賄っ

ています。私の住んでいる所は新型コロナ感染者が多発しており、バイトのシフトは大幅に削られま

した。このままでは直近の光熱費や家賃もままならず、大学院は辞めなくてはなりません。こんな状

況ですぐ職が見つかるとも思えず、大変不安です。どうか現金支給を実現して欲しいです。 

今年から就職活動が本格的に始まる学生です。コロナの話題がニュースで流れる度、株価の話題を SNS

で見かける度、経済の状況が悪化していっているように感じ、不安にかられています。消費税増税に

加えて新型コロナウイルスが経済的にも精神的にも国民に暗い影を落としている中で、政府がこのよ

うな政策を打ち出してくだされば、多くの人が勇気づけられ、景気が上向くことだろうと思います。

1票を投じて良かった、信頼を預けて良かったと心から思えるような政治をお願いします。 

自身の家計や研究生活を支えているアルバイトがイベントスタッフ業であり、父親も塾講師と、コロ

ナによる自粛の影響が直撃しています。夏ごろに奨学金が採用・入金されるまでいつ一文無しとなる

かと震えています。ろくな補償も約束せずにとにかく自粛を要請するだけの政府や自粛ムードに呆れ

ています。補償なき自粛は多くの業界で生きるか死ぬかの問題です。少しでも状況が好転するよう今

回のキャンペーンに賛同しました。 

奨学金を借りて一人暮らしをしている専門学校生です。自粛などいろいろな影響を受け、正社員の方

はほとんど変わっていませんが、アルバイトの私のシフトは春休みにも関わらず当初の予定の 5分の

1 ほどに減りました。新年度で何かと入り用な時期にも関わらず来月手元に入るお金は 2 万円を超え

ればいい方という状況です。新しくアルバイト先を見つけるにも休みの期間が短い専門学校生を不景

気の中雇ってくれる場所は一箇所もありませんでした。実家も同じような状況であるのは想像できる

ので援助をお願いするのも気が引けます。今はコロナにかかって重症化……などよりも来月の自分が

生活できるのかが心配でたまりません。 

活動、素晴らしいと思いました。わたしはコロナの影響でアルバイトを解雇されてしまい、経済的に

困窮していたところで見かけたので、賛同しました。微力ながら応援しております。 

インバウンド向けのアルバイトをしていましたので、コロナウイルスの影響を受けて全ての仕事がキ

ャンセルになりました。収入はゼロです。 

絶対に実現されてほしい。大恐慌で死にたくない 

大学に通う学費を払っているのに大学に通えず、アルバイトも時間を短縮され、家賃を払うのにギリ

ギリの生活です。20万円を貯めずに使うことを誓い、配布を求めます 

私は現在就職活動中ですが、複数の企業で説明会の中止や延期があり、とても不安です。「就職氷河

期、あるいはそれ以上の就職難になる」という話もあり、どうしていいか分かりません。私の他にも

不安な方はたくさんいます。国の方から具体的な支援策をはっきりと言ってもらいたいです。 

僕は大学生です。年額 100万以上ある学費を稼ぐために日々学業はもちろんアルバイトに勤しんでい

ます。ですが最近のコロナウイルスによる影響でアルバイトのシフトが減り、学費を延滞することに
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なりそうです。私だけではなく周りの学生も困っているようです。どうかご支援をよろしくお願いし

ます。 

コロナウィルスによってアルバイトなどの雇用形態に頼らざるを得ない我々、学生が就労する場所で

解雇の危機に一番瀕しているのは紛れもなく自分たちである。一時でも生活に対する不安が取り除い

てもらえるならばそれ以上に望む事は無い。現政府には 5月以降に給付などと言わずに可能な限り迅

速な対応と実施を願いたい。 

大学院を卒業したばかりで、就職先がないうちに今回の混乱に突入しました。イベント開催を中心と

する職に就く予定だったので、ほぼ活動ができない状況です。不安で仕方ありません。 

就活生としてコロナの影響による内定取り消しには特に憤りを抱えていました。このキャンペーンが

成功することを切に願います。 

 

(7)最前線に立つ介護・医療・保育の現場 

医療現場で働いております。毎日外来患者に接する部署でもマスクが納品されず、看護師は手製のマ

スクを自宅で縫ってる方もいます。まるで戦時中のようです。これ以上感染者が増え、病院を圧迫し

ないためにも、経済が悪化し、生活できなくなる方が増えないためにも是非目に見える経済施策をす

るべきだと思います。 

私は新潟の通所介護施設で働く者です。ただでさえ給料が低いのにもしコロナに感染した人が現れた

ら営業停止になるし、会社からは有給を使えとしか言われてないので正直きちんとした保証がほしい

です。その有給もほとんど勝手に使われありません……なんの保証もなくただ自粛せよばかりの政府

でいい加減うんざりです。 

都内の病院で看護師として勤務しています。日々感染のリスクを背負いながら保証もない中で仕事を

しています。どうか少しでも賛同者が増えますように。 

ありがとうございます、賛同いたします。自己防衛することしかできない立場です、医療従事者を筆

頭に感染者との対応をされている方々への手当として公的資金を使って欲しいと切に願います。 

日々感染源にならぬよう、気を遣いながらも福祉施設勤務ゆえに休む事もままならず、休日は外出自

粛で限界も近いです。この環境化で働きつつも福祉関連の賃金の低さは異常です。何とか皆でコロナ

に負けず生き抜くために賛同します、 

私は福祉業界に勤めていますが、正直どうにもならないのではと毎日失望しながら生きています。も

し利用者から感染者が出ても職員から感染者が出てもバッシングの嵐でしょう。しかし我々はお互い

に現場に来なければ食べて行かれないのです。食いつなぐための資産を少しでも分け与えてほしいと

思います。何卒よろしくお願いいたします。 

企業が次々と自宅勤務やリモートワークを取り入れる中、保育士は今までと何ら変わりなく出勤し、

通常通りの業務を行っています。送迎の保護者から感染する可能性もある中での勤務ですが特段給料

が上がるわけでもなく同僚や他園の保育士からも不満の声が上がっています。是非保育士への特別手

当についてもご検討頂ければ幸いです。 

医療系物流で働いています残業と休日出勤がずっと続いてみんなボロボロで働いています少しでも

みんなが楽になるといいなと思います 

保育従事者です。マスクや消毒も底をつきそうな状況ですが開所はしなければいけない。保健所に言

っても何の対応もしてくれない。普段以上の消毒などの衛生対策が必要で職員の仕事量は増え、もち

ろんリモートワーク・時差出勤などできずリスクに晒されています。そこへきて政府の旅行代金の助

成などという馬鹿げた対応に呆れはてたため、賛同します。 

シングルマザーで子供は保育園。職場は医療機関。休むと経済打撃が凄いけど、出勤すると感染の危
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険性もあり、毎日恐怖です。 

国民が声をあげないと今のままでは事態はとんでもない方向に進んで行きそうで怖いです。私は保育

士で、濃厚接触の最たる現場ですが、誰か 1人でも感染者が出れば 2週間以上の閉園のみならず、園

名や居住地も何故か事細かに報道されて保育士は社会的なバッシングを浴びているよね、と職員同士

日々ビクビクしています。少しでも不安が少なく、追い詰められずに正しく自粛して収束を待ちたい

思いです。このようなキャンペーンを展開して頂き、ありがとうございます。経済を専門とする方達

のこのような声に救われます。 

自分は訪問介護員をしています。正社員ではないパートみたいなものですが、コロナの影響で外にで

るケアが半分以上なくなりました。かと言って本来の予定はあるので予定としては入っているもの、

それが前日以上前のキャンセルによりお給料には入りません。本来あるものが消えるためにこちらと

しても別の仕事を入れて置くことも出来ない為、生活に支障がでるレベルです。パートやアルバイト

だってちゃんとした仕事です。外出自粛を呼びかけるならキチンと保証はしてほしいです。 

介護の仕事をしています。もともとギリギリの人員で対応している中、新型コロナウイルスの感染予

防策を行うために、業務の負担が増しています。マスクなど衛生材料も手に入りにくく、大変です。

また、知人に音楽や演劇関係、飲食関係の仕事をしている人が多く、政府の自粛要請により、収入が

激減していると聞いています。身も心も余裕のある人だけが使える旅行券などではなく、すべての人

が必要とする、生活を支えるためのお金を届けることが必要だと感じます。多くの人の不安や混乱を

減らすことができれば、現場の閉塞感も和らぐのではないかと思います。 

障害者福祉の仕事に従事しています。休むことはできず、免疫力の低い利用者さんとともに毎日怯え

ています。実現できるよう、微力ながら署名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

親しい友人が医療従事者です。コロナに感染するリスクが高いにも関わらず、毎日、患者のために奮

闘しています。是非、感染した際の補償、休暇など、家族も含め早急に対応して欲しいです。是非、

実現してください！宜しくお願いします。 

介護職だから、最前線で働いてるけど、感染したらどうなるか？とか考える時もあるけど、冷静に考

えてもわからねぇけど。こう言う何かあったときの補償があるなら、とか思えるよね。頑張ってほし

い 

医療従事者です。手当もなくコロナ患者の対応を毎日やらされています。感染リスクが多い中でケア

をしているので危険手当など付けるのが当たり前だと思っています。他所の病院では特別手当 10 万

貰えたり…市民病院は貰えないのですか…？危険なことしているのに…ほかの病院と同じ様なこと

してるのに…貰えないのはおかしいですよね。 

医療業界も様々なものが制限され、感染におびえながら仕事をしています。どうにか安心して生活で

きるようにしてほしいとおもいます。 

(8)各産業の実情・助けを求める声 

3/3 から無給の自宅待機ですこのままだと固定費の支払いすら事欠きます政府には思いきってもらい

たいです 

自粛といえど大きな経済活動ができずに、糧を得ることはできません。資産家はどうか知りませんが、

庶民は貯金も微々たるもので、その月の給料で暮らしていくのがやっとです。仕事が少なくなり、新

たな職を探しているのですが、国からの補助や減税があれば、精神的にも物理的にもどんなに救われ

ることでしょうか。是非ご検討願います。 

国からの保証もほとんどないまま自粛のみをし続けることは不可能であり、このままでは経済も市民

の命も危うい、そう感じていました。賛同いたします。 

絶対に実現させて下さい！当方年収 180万円で独り暮らし。借金しないと生活できないです。いい加
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減経済的に楽になりたいです！ 

この状況がいつ終わるのかもわからない不安感で毎日が辛いです。車関連の製造業（準社員）ですが、

この不景気でいつか仕事が無くなってしまうかもしれない…リーマンショックで仕事を失ったトラ

ウマが蘇ります…。辛くても前向きにがんばれるように助けてほしいです。 

我が家のような年収 300万円世帯はもちろんですが、障害のあるお子さんのいるご家庭も、とても大

変そうです。月々の利用料が滞っている方もたくさんおられます。児童手当、障害者年金、母子手当

等があったとしても、そもそもの仕事が減ったり減らさなければならなかったりする中で、生活が立

ち行かなくなる人が出ているのは必然でしかありません。趣旨に、心より賛同致します。 

地方在住、公共交通機関に関与する企業で勤めている一般市民です。日々、乗降客数が減少し、市民

生活が停滞していると肌身で実感しております。経済活動が滞り、さらなる影響が出ないよう適切か

つ長期的な対策を取って頂きますよう願いまして、賛同させて頂きます。 

消費税の取下げを行い、企業に課する税を増やすことで企業の内部保留金を我々のようなサラリーマ

ンが受け取ることが出来ることは目にも明らかなのに行わない政府にはうんざりしています。今回の

コロナショックで様々な業種にダメージを与えていることは、我々のようなサラリーマンこそが実感

しています。目に見えて効果的な経済政策があるのにも関わらず、減税か給付かといった流れにもう

んざりしていますし、是非この動きが政府を動かし日本経済を救うことに期待しております。皆様に

至っては大変なご苦労がおありかと思いますが、是非ともによろしくお願い致します。 

コロナのせいで会社の仕事が激減して社員の収入も減りそうだったり、会社自体の存続も怪しいで

す。値上げしても増税しても給料は全く上がりません！国策ミスのツケが国民に来てるんです！  

コロナで経済が逼迫するとか言うけど、生活する私達のお金は湧いてくる訳じゃありません。消費税

が生活を圧迫しています。消費税ゼロにしてほしいです。 

賛同します。製造業です。直にコロナショックを受けています。助けて下さい。 

政府が行なっていることが、今の時点で、弱者救済になっていないです。血の通った政治を 

お金もなく、暗いニュースが続き、とても前向きな気持ちになれません！本当に、本当につらいです！

自殺しないように踏ん張るのでせいいっぱいです！！ 

土木建設系で禄を食んでおります。かつての不況で辛酸を舐めました。心身も壊しました。私より若

い世代にあの様な思いをさせたくありません。大不況だけは避けねばなりません。ご趣旨に賛同いた

します。呼びかけいただいたことに感謝いたします。 

このままだと、職場を含めて自分の生活すら危ういです。どうかたすけてください。 

こんなにも自分の国に怒りを悲しさを覚えたのは初めてかもしれません。どうかどうか国民の本当の

声が届きますように。。。。 

毎日ニュースを見て、本当にこの先どうなっていくのか不安です。何かできることは無いのか考え、

政府がなにも考えていないことに打ちのめされる毎日です。何のためにこれまで税金を納めてきたの

か分からない…挫けそうになります。キャンペーンを実施してくださり本当にありがとうございま

す。私も今の政権に負けずに頑張りたいです。 

お金がなくて家賃も税金も払えません。日本国民を助けてください。 

普段からの人手不足に加えて、コロナのせいで様々な仕事が増え、現場は悲鳴を上げています。仕事

をして帰る頃には、トイレットペーパーを始め様々な物資が買えません。これで解雇になったらと思

うと、不安で仕方ない日々を送っています。どうか少しでも国民生活の安心が取り戻せるよう、経済

学の先生方の提言に賛同いたします。よろしくお願いします。 

死にたくない 
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賛同します。今の政府の政策は国民の方を向いていないと思います。私は心疾患持ちです。重症化し

たら大変と言われているので自衛できることはしていますが、自己満足だなと感じます。政府の水際

作戦が失敗して政府要請や自粛などニュースになりますが、専門知識に基づかない指示も後手後手す

ぎる対策も信用できません。コロナにはかかりたくないけれど、生活するためには混雑した電車に乗

って仕事に出かけなくてはならない。通勤も通院も必要だけど、マスクやアルコールは手に入らない

まま。休業補償もないし有給もないのに…仕事と日々の支払いだけはある。高い税金を徴収しておき

ながら、WHO には多額を寄付しながら、自国民にはあまりに支援が遅いし薄い。せめて減税や税等の

免除、現金給付ときちんとした医療体制整備をしてほしい。個人の努力だけではどうにもならないこ

とこそ国に補償をしてほしい。国に届くことを祈ります。 

現在、手取りが 15 万を切る状況です。今までは貯金を崩して生活し、社会保険料や税金を納めてき

ました。それもこのような時の保障を行うのが国というものの存在意義であると考えてきたからで

す。ですが、今までのウイルス対応を見てきて、「公」の不在を強く感じました。あの人たちは何のた

めにその役職についているのでしょうか。国には、ピントのずれたような政策ではなく、今ここにあ

る危機に対応してほしいです。それが政府機関の役目です。そこにいる責任を果たすべきです。 

どうぞよろしくお願いいたします。コロナではなく、生活ができない事で死んでしまいます。桜が散

るより先に、生活苦で人間が散りそうです。 

年収 300万に満たない独身の女です。この先に起こるであろう不景気に耐えられる気がしません。 

販売業に従事してます。短期間でここまで落ちることは、今までにない不況だと感じてます。 

コロナのせいで仕事が激減し、4 月からの生活費がヤバイです。この状況が長引くと会社が倒産しそ

うです。1人 20万円給付と、消費税停止が実現したら、かなり不安は軽減されます。ぜひ実現してほ

しいです！！！ 

本当に生活が苦しいので、なんとかかなってほしいです。20万円の部分だけでも 

私の周りでも国民年金だけで暮らしている老夫婦や年老いて働けない人などただでさえ暮らしがぎ

りぎりの方がたくさんいます。この間そういう方の一人にねぎの栽培の仕方を教えました。食費を節

約するため、老体に鞭打って苗を植えようと私に聞かれたのです。なんか泣けてきました。消費税増

税の上にこのコロナ不況、餓死したり、医療にかかれずに命を落とす方が出るのではと心配です。 

コロナウイルスの影響で仕事がなくなりました。来月の収入は半分以下です。きっとこんな人、たく

さんいると思います。経済が回らなければ日本が死にます。でも経済を回せる余裕もありません。個

人、民間レベルではどうしようもできない事態だと思います。私は日本が大好きで世界に誇れる国だ

と思っているので死なせたくありません。政府には日本人で良かったと思える決断をして頂きたいで

す。 

これが本当に実現されるなら、これからもまだまともな生活ができるかもしれません。今のままでは

置かれた立場によっては何の補償もなく（私もこの位置にいます）、状況が変わらなければ貯金を崩

して生きていくほかありません。 

明日のビジョンすら見えず、生活困難の手前です。首の皮一枚で日々を過ごしつつ、奨学金・家賃・

税金を納めています。もしも国民に 20 万円が支給されるのであれば、少しでも免除される対象が増

えるのならと思い、署名させて頂きました。このキャンペーンにより、国民の生活のみならず世界の

経済回復にも繋がることを祈ります。 

生きたいです。経済に殺されたくありません。 

20代です。年金払い世代、ずっと不景気の世代で未来に希望のない中、ついにコロナショックで今の

希望も失いつつあります。そんな中政府からはなんの支援もなく、私は愕然としておりました。学も

なく、調査し学ぶための日々の時間さえない私ですがなにかできることがないかとネットの海を眺め

ておりましたら此方を発見いたしました。賛同いたします。 



20 

 

今の状況で必要なのは金です、それを理由づけて渡さなくなるどころかもっと取られると首をくくら

なければなりません。 

賛同します。今本当に不安な気持ちで生活していますが、仕事を失うことへの不安が一番大きいです。 

私は金融機関に勤務しています。顧客(企業)の多くが収入減で、当座の支払いに定期性解約で充てる

傾向が出てきました。このままですと、資金ショートして不渡り、延滞から破綻してしまいます。失

業者の増加は沢山の家族を不幸にします。日本人は資産家ばかりではありません。若者の借入率も高

く、どうか、どうか、このような対策を強く望みます。よろしくお願いいたします。 

いつも出るはずの賞与もなくなり生活ギリギリです。人間らしく生きるのではなく生活でさえもやや

ひもじいです。どうか助けてください。こちらが適用されると大変助かります。好きなこともしやす

いし、ずっと欲しくて買えなかったものも買いたいと思います。 

新社会人としてこれから社会へ出て行きます。年金は受け取る分より支払う分の多い「働き損」の世

代と言われ、労働人口が少ない中就職活動を経てようやっと得た就職先は余暇活動に携わる産業で

す。内定取り消しはありませんでしたが、このままではおそらく給与の低下は明らかだろうと思って

います。一方で私には一生を添い遂げたい彼女がいます。彼女は小さい頃に大病を患い、現在でも血

管系に作用する薬を毎日沢山飲んでいます。彼女とともに生きていくためには、共働きが前提で、私

自身が自力で生計を立てて行かねばなりません。その為にも、自分が納得して入った会社で自力で行

きていける為の、景気回復を心から望んでいます。 

一読させていただきましたが、奨学金を利用して資格を取り、その後も未だに夢を追いかけている身

です。なんとか生活が出来ている程度で、お金回りはよくありません。少しでも楽になればと思い、

賛同させていただきたく思っています。よろしくお願いします。 

私の会社では現在、時差通勤なし・在宅勤務なし・通常の風邪を引いた場合は強制的に有給を使って

の休暇取得等、劣悪な環境のまま日々業務が行われています。在宅勤務が可能な業務の人ですら通常

の勤務体制です。また次年度の下期の業績も不安なまま毎日をすごしております。給料も手取り 16万

でギリギリの中、さらに業績まで悪くなってしまうと生活もままならない状態です。この環境を少し

でも良くするため、生活の補償をしていただくため、こちらに賛同させていただきます。 

素晴らしいキャンペーンをありがとうございます。賛同させていただきます。現在、私は 20 代後半

で、低収入に見合わない増税や学費返済などに苦しみ、コロナでさらに困窮している状態だったので、

こうして声を上げてくださり実行に移してくださる方がいること、大変有難く思っております。あり

がとうございます。 

運送会社に勤めてますが、消費税増税で明らかに仕事が減っています。加えてこのコロナのせいで、

明らかな打撃をくらってます。政治は国民の生活のためにあるものです。今一度考えて欲しいです。 

地方で広告業の会社員をしておりますが、コロナによる自粛の影響は凄まじく、仕事がほぼない状態

です。生活の基盤が確保出来ればこそ予防行動も安心してとれるので、賛同いたします。 

コロナの影響で仕事がずっと休みで再会の目処も立ちません。そのせいで収入はなく明日をどうやっ

て生きるかすらも苦しい状況です。1 万 2 千円じゃ生活が出来ません。もっと国民に支援をしてくだ

さい 

一時的ではなく、今後国民が不安な生活を送ることがない様障害を持つ人を含む一律での給付金を与

えていただければ助かると思います。政治家ではなく一人の人間として、保証を考えるべき時期では

ないでしょうか？この様な賛同書を制作していただきましてありがとうございます。 

新卒で入ったブラック企業で身体を壊し、転職先を探す最中のこの騒動で、財布に直撃してます。商

品券とかじゃなくて、今月を生きるための現金が欲しいです。家賃や食費に使えるように。おふざけ

の支援なんて要らないんですよ、政府さん。 
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父が工務店を経営しています。ここ一ヶ月程、新型コロナウイルスの影響で、輸入された部品を使用

したガスコンロ等が入荷しない為、仕事が止まっていたり白紙に戻っている状態です。建築業界では

仕事が激減し、多くの建設業に関わる人が仕事がない状況です。このままでは生活も危ぶまれます。

何卒よろしくお願いします。 

家賃を払うのも危うく、支払いに追われ食べて生きる事が精一杯になってきました。。死んだ方が楽

と何回思ったか。。 

これだけじゃ足りないはず｡急いで消費税 0 パーセントは急がないといけない。既に周りでも建設系

下請けに影響が出始めた、個人事業主やフリーターに有利子貸付を考える財務大臣の民度の低さを正

すべし 

消費税増税の影響は地方の零細建設業の弊社でもかなりの重荷になっています。ここにコロナによる

設備機械等の値上がりも入りますので、個人のお客さんの仕事は間違いなく来なくなります 

日給 時給勤務の人間が死んでしまう。わたしは建設業の事務員ですが、コロナの影響から 現場が休

講や延期になり仕事のない作業員がたくさんいます。中には年金受給前の高齢の作業員もいて、そん

な方はますます出れず、生活が苦しそうです。 

国に殺されたくはない 

コロナウイルスによる業務の増大、経費の建替、残業代の未払いが生じており、奨学金の返済が厳し

くなっており大変苦しい生活をしております。精神的にも金銭的にもギリギリです。どうかお助け下

さい。 

強く支持します。ただでさえ私たち 20 代正社員ですら収入はあまりにも低く、貯蓄は不可能な時代

です。他の雇用形態に従事する人々はさらに困難です。コロナウイルスの流行で経済が停止すれば多

くの国民が困窮することは避けられません。私たちはただでさえ年金も受け取れない世代です。貯蓄

なしでこの経済危機を乗り越えろと言うことは政府にとって我々は棄民だと言われたようなもので

す。政府としての役目を果たすよう強く求めます。20万円を貯蓄に回すことすらできず生活を支える

ために使い切ることなどあまりに容易いことなのですから。 

親の介護が必要なのですが思うように働けません..............そろそろ親を殺して自殺しようか

行政に相談し、介護認定を貰いましたがお金も働く術も介護施設の頭金も払えません。20万貰えたら

介護施設の入居に使います。わたしは風俗でもなんでもして親の面倒を見ます。助けてください 

賃金が中々上がらないにも関わらず、消費税増税によって生活が苦しくなったと感じている 20 代会

社員です。コロナの影響によって、現在私が所属している企業も 10 時?16時 30 分の時短勤務となり

ました。通常は残業代を含む給与から生活費を捻出しているのですが、時短勤務の期間は原則残業が

出来ず、生活が非常に苦しくなりそうだと感じています。一部上場企業(製薬)に所属しているものの、

若年層の社員はこのような状況に陥っています。 

毎月手取りで 20 万を越えた給料が、今月 25 日は 13,000 円です。支払いもできないし、まともな生

活もできません。手当もあてにできず、こらからキャッシングで借金生活です。人間らしい生活がし

たい。 

超就職氷河期に始まり、今度はコロナです。もう生きる気力がありません。非正規の契約社員で生き

てきてボーナスという架空の産物など貰ったことすらありません。20 万円あれば生活を維持してい

く糧になります。1 回でいいので、日本に生まれたことを嬉しく思いたいです。自国を愛することに

躊躇するのはもう懲り懲りです。助けて下さい。 

今年に入ってから急に仕事が減り、各種支払が滞り始め破産寸前です。ここ数日 10 万円配布などの

噂が立っており、これで助かるとぬか喜びしたのも束の間、5 月まで行わないやら、商品券を配るや

ら、しまいにはやらないやら、今の国民の困窮に全く気づいていない政府にうんざりです。数ヶ月政

府が何もしなかった結果、今、まさに今困っています。全てが通るとは思っていませんが、せめて現
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金支給は通るよう、この声が届くよう、賛同させて頂きます。 

貧困家庭にも直に影響ある消費税を一日も早く停止してほしいです。あと、生きる為のお金が即欲し

いです。家賃や食費を払う為のお金です。「商品券配布」とか、決まった企業にお金が届くような、人

の不幸を踏み台にして金儲けするような政策の提案する政府、本当にクソだと思います。 

今、生活できない人がたくさんいます。生活の保証は国の義務なのに。病気じゃなく餓死や自殺で死

ぬ人も増えます。どうか助かる命、あんしんして生きられる世の中に最低限なって欲しいです。 

コロナウィルスの関係でお客様も減り、売上も減ってしまい給料が十分ではありません。奨学金の支

払いや家賃、光熱費の支払いに追われ、外出は自粛と言われても仕事に出なければお金を稼げないし、

もし実際に自分がコロナウィルスに感染した場合、最低 2週間自宅待機を会社からも要請されており

ますが、弊社ではその分の給料補鎮もないので、感染のリスクを負って毎日働いておりますが、何の

ために生きているのかも分からなくなっております。20 万円の支給があれば少なくとも 1 ヶ月は生

活できますし、自宅待機になったとしてもなんとか生きていこうと思えます。この署名が、私のよう

に同じ境遇の方たちの助けになり政府が動いてくれる事を切に願っております。 

夫婦共働きで、私は飲食店でフルタイム勤務のパートとして働いています。コロナウイルスのせいで

客数が激減したので、人件費削減のために出勤時間が大幅に削られました。結果、家計に大打撃です。

人混みがこわいこともありますが、「ラーメン食べたいなぁ」なんてちょっとしたレベルの外食です

ら給料のことが気になって出来ません。緊急事態は脱したのならば、失った損失分を支給していただ

けると大変ありがたいです 

 

(9)一律給付について（外国人・生活保護・障害者） 

帰化はしておりませんが、永住権を持つ外国籍のものです。日本で育ち、働き、納税しております。

保障がすべてのかたに行き渡るようなものになることを願っています。よろしくお願いします。 

給付金は、日本国民だけでなく、日本で暮らす外国籍の人々にも必要かと思います。誰も見捨てない

国であってほしいです。 

 提示された政策に諸手を挙げて賛同します。 国が無策の時に、国民生活を重視した実行可能性の

ある提言をしてくださったことに感謝します。少しでも多くの国民(在日の方々や外国人技能実習生

など立場の弱い方を含む)にこうした声が届くよう微力ながらお手伝いしたいと思います。 

未曾有の感染拡大とそれに伴う経済危機は、国民国家総動員で解決すべき大きな問題です。より多く

の日本国民が、さらに日本のために頑張ってくれている多くの外国人の方も含め、この危機を乗り越

えるべく、必要な政策だと感じます。そのためには真の意味で国民一人一人に手を差し伸べる必要が

あり、今がその時だと思います。 

財政支出の優先順位として、消費税の停止を最優先にすることを求めます。外国人労働者への配慮か

らです。 

この地で生きていく外国人への配慮も忘れずお願いしたい。 

非日本籍の在日台湾人で支援受けられるかどうか、たぶん受けられないでしょう。でも一個人の利益

より早く今のおかしい状況を打破しなければなりません。 

日本生まれ日本育ちのブラジル国籍ですが、日本国籍以外、生活保護受給者などには保証がされるべ

きではないと声を上げる方がいるのを見て心を痛めています（旅行者や帰国予定のある方への援助が

必要ではないと考えられることはもちろん理解はできますが…）。日本に住むすべての人が平等に必

要とする援助を受けられることを願っています。 
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新型コロナウィルス起因の自粛要請により経済的負担を受けた方が多く存在します。つきましては、

以下の対応を所望します。・164800 円以上の給付金の支給・対象者は日本の全居住者・支給日は可能

な限り早急に給付金の金額は東京都の最低賃金より算出しています。対象者を日本の全居住者として

いるのは、外国人労働者のことも考慮しています。彼らも納税者であり、また雇用形態によっては今

回の被害を受けていることと思いますので、給付金を受け取る資格があると考えています。支給日に

ついては可能な限り早期であることを希望します。自粛要請が出て 3週間程度経過した時点で既に破

産した企業や、多くの経済的被害を受けた方がいます。早ければ早いほど救える可能性が高くなりま

す。以上の意見は財源や給付金支給の方法については度外視した、一納税者としての要望となります。

勝手な意見が多いですが、どうかご検討ください。 

生活保護を受給している世帯です。一部において、我々のような立場（生保世帯、年金世帯）などに

は給付するな！のような横暴を吐く人間が散見されています（おそらくこのメッセージにもそのよう

な意見が届いてるのではないでしょうか）しかしながら、生活保護世帯も消費税は徴収されており、

更にはここ数年の間に一月あたりの生活扶助の支給額が毎年継続的に減額され（以前と比較し既に給

付額自体が計 1万円弱程の減額はされています）実態として散髪や衣料などの身だしなみのような用

途への出費や、故障や現時点で不足している生活家電すら購入などもできないような状態です（これ

らのものについての一時支給などは極僅かな特例を除き一切されません）。我々のような福祉に依っ

て生活している世帯にも一般世帯との差なくこの給付が（実現されるのであれば）確実にされるよう

にも働きかけをお願いしたいと存じます。 

永住権を持ち、長年日本に居住し、日本人と同様に税金や社会保障費を支払っている外国人にも支給

して頂きたい。 

日々状況が深刻化する中、諸先生方の提言に感謝致します。私は日本生まれの在日外国人で、日本国

籍を有しないため、昨今の政府の有り様では納税者でありながら政府の検討する一律給付からも外さ

れるのではと恐怖しています。ご活動心より応援しております。 

生活保護受給者、身体及び精神障がい者等の社会的弱者にも差別なく救済の手を伸ばして下さいま

せ。 

A 型作業所で働いている私にとって、全国民に 20 万円の給付金や社会保険料減免というのは実現す

れば、非常に大助かりです。どうかこのキャンペーンが政府へと届くように願います。 

永住権を取得してる外国人です。生まれも育ちも日本です。幼き頃から日本で起きてることを全てで

はありませんが見てきました。是非とも賛同させて頂きたいです。 

20 万円配布の国民の対象に永住権持ちの外国人も含まれると嬉しいなぁとは思いますが、消費税廃

止と社会保険料減免が実現するのだけでも減免でも十分助かります………… 

軽度の障害持ちの失業者です。職業訓練校をもうすぐ卒業しますが、コロナショックのために求職の

目処が立たない同期がたくさんいます。健常者の同期の転職の難航っぷりを見ていて、障害持ちでこ

れからさらに苦戦するのだろうと戦々恐々としておりました。そんな折にこのような署名を立ち上げ

ていただき本当にありがとうございます。おかげさまで小さな光が灯ったような気がしております。

勇気をいただきましたので、心に余裕を持って今後とも訓練と転職活動に励んでまいります。ありが

とうございました。 

 

その他応援の声 

このような活動が多くの人にシェアされるとともにひとりひとりが、自分たちが声を上げることの意

味を見出せる結果になることを望んでいます。 

これなら、精神的に落ち着いて仕事の自粛ができます。私達にできることがあれば、告知お願いしま
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す。 

消費税だけでも減税をお願いします。消費税は景気がよくなってから！ 

国の自粛要請ばかりで特にこれといった保障がなく、個人、会社に責任をとらせるのはどうなのかと

不満に思っていました。消費税減税、給付金などによって安心して生活できるようになって欲しいと

思っていたので賛同します。一緒に頑張りたいです。 

自分が補償を受けるべき立場だと気付けずに黙って困窮していく人がとても多いように思います。こ

の提言が全国民に向けた「あなたの命・生活・尊厳は守られるべきものだ」というメッセージになる

ことを願います。 

政府の反応や対応は後手後手に回して様子見しているように見えます…五輪よりカジノより大事な

ことなのです。検査体制が十分に整わない、収容施設の目処もない。収入や売り上げ減への補償もま

だまだ、どれから怒りを向けて良いかわかりません。賛同致します。 

小さな声の届かなさに無力感を感じていましたが、代弁してくれる方々もいると少しだけ心強いで

す。 

財源に不安を覚えましたが、専門家の方々が国債に関して誤解が広まっていて、「日銀に国債を買っ

て貰う」手法があるとお説明くださっていたので署名いたしました。「20 万円一律給付、ただし所得

税の課税対象にする。」案は緊急性を持たせ、かつ所得により得られる金額に差がつき、消費税の逆を

いく素晴らしい案で目から鱗がこぼれました。この署名が今苦境に立たされている方々の救いになる

よう願っております。 

とりあえず 20万円ですよね。休止状態が長引けば、もっと要ると思います。 

私に税金 20万円、返してください 

ただでさえ１０月からの消費税が増えた事と軽減税率でややこしくなったせいで消費が落ち込んで

いるのに、コロナで日本が全体的に消費が更に落ち込んでいるので、このままでは良くないと思って

います。特に医療、介護、保育の仕事に携わっている人への公的手当は是非ともして欲しいのでお願

いします。 

読んでるだけで気持ちがほんの少し晴れました。ありがとう 

旅行助成とか、必要な人に回らないような策に心底驚き呆れました。私はただの主婦ですが消費税ゼ

ロのもつ心理的解放感は、どんな策よりも有効だと肌で感じます。景気回復には必要だと思います。

この期に及んで利権漁りを堂々と臆面もなくやっていることに狂気を感じます。 

今まで払ってきた税金をいつ使うの？？今でしょ！！ 

今回の一件で世界経済の脆弱さが目に見えて、すごく不安になっているところに名だたる経済学者達

による提言を拝見し勇気付けられました。私はこの薔薇マークキャンペーンを応援します！是非実現

しましょう！！ 

貯金されたら意味がないと渋ってるようですが、多少貯金もして経済を回せるよう散財できるように

1人２０万は妥当かと。１０万貯金して１０万つかう、なら皆さん納得かなと思います 

先行き不安で現状、支出を抑えており買いたい物を我慢しています 20 万円あれば 1 ヶ月は生活出来

る額ですし、自粛している間に必要だと考えます。殆どが貯蓄に回る、なんてことは無い気がします 

 


