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１．アンケートの概要 

収集期間  ２０２０年４月１６日～４月３０日 
 
対 象   新庄最上地域の子育て世帯の皆様 
 
実施目的  新型コロナウイルス感染症による新庄最上地域の子育て世帯の現状を調査し課題を 

把握するとともに過ごし方などの地域住人の工夫を共有する 
 
収集方法  SNS を中心とした依頼によるWeb からの回答 
 
質問内容  ①回答日 
      ②同居する子供の人数を教えてください 
      ③同居する子供の区分を教えてください（複数選択可） 
      ④同居の世帯区分を教えてください 
      ⑤居住地域を教えてください 
      ⑥新型コロナウイルスの流行によって何が困っていますか？ 
      ⑦新型コロナウイルスで行っている対策を教えてください 
      ⑧ご家庭での子供たちの過ごし方を教えてください（工夫している点） 
      ⑨新型コロナウイルスの流行が収束したら何をしたいですか？ 
      ⑩新型コロナウイルスに対して、安全に配慮しながら地域の特色を生かしてできたら 

いいと思うことはありますか？ 
        ⑪その他、要望や意見をお聞かせください 

 
公 開   新庄青年会議所ホームページ上に公開、各市町村へ報告書提出 
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２．回収状況 

２週間の期間で４７６件の回収状況となった。回収日の状況よりほとんどが新庄青年会議所メンバ
ーからの LINE による呼びかけにより収集している。 
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３．居住地域別の収集数と回収率 

 
 

１世帯あたり平均で２人の子供がいる（※４．世帯の状況参照）として、推計で年少人口（０～１
４歳）世帯の１１．３％のアンケート回収につながった。 

 

市町村名 
アンケート 

収集数 

年少人口 

（０～１４歳） 

年少人口 

回収率 

年少世帯数 

（推計） 

※１世帯２人 

世帯回収率 

（推計） 

新庄市 293 4320  6.8% 2160  13.6% 

金山町 26 627  4.1% 313  8.3% 

最上町 28 930  3.0% 465  6.0% 

舟形町 34 567  6.0% 283  12.0% 

真室川町 24 795  3.0% 397  6.0% 

大蔵村 43 393  10.9% 196  21.9% 

鮭川村 14 407  3.4% 204  6.9% 

戸沢村 14 416  3.4% 208  6.7% 

合計 476 8453  5.6% 4227  11.3% 
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４．世帯の状況 

 半数近くが２人の子供がいる世帯の結果となった。今回のデータ上では、１世帯当たりの子供の数
は２．２名となっている。推計として、１世帯あたり２名として収集率の計算を行うこととする。 

 

 
 

 同居世帯数は下記のとおり。 
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５．新型コロナウイルスで何が困っていますか？ 

物資的な問題よりも子供たちの運動不足とストレスがたまっていることが多い回答となった。安全
に体を動かしたり遊ばせる方法を考える必要があることが伺える。 

 

 
 
【その他の意見】 
・生活しずらい 
・今のところはなんとか周りの協力の下影響は少ない 
・子供達だけで留守にしている為、子供達のお昼代 
・子供の生活リズム 
・実家に預けることが多くなり、負担をかけている 
・毎日のひるごはんやおやつ代のお金や時間の大変さ。給食がありがたかった… 
・1人親で、頼れる人が居ないので、食費と光熱費の出費が増えてお金がない。 
・部活の規制 
・自宅敷地内で、天気がいい日に縄跳びや外遊びをしていたら、知らない叔父さんから、白い目で見
られる。 
・生活費やウイルス感染へのストレス 
・コロナに感染していないか心配 
・留守番の間、ゲーム YouTube三昧… 
・仕事は休めないので子供達だけで留守番しているので心配。 

80

91

155

206

229

251

259

288

312

348

0 50 100 150 200 250 300 350 400

買い物に行けず困っている

子供の預け先がなく仕事に影響が出ている

家族の収入が減って困っている

消毒液がない

親のストレスがたまっている

マスクがない

お友達とのコミュニケーションがとれない

学業が心配

遊ぶ場所が制限されて子供のストレスがたまっている

子供達の運動不足になっている

新型コロナウイルスの流行で何が困っていますか？
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・受験が控えているので心配 
・スーパー、ドラッグストアにハンドソープがない。 
・スポ少や部活の目標が無くなってしまう。 
・子供に基礎疾患があり、定期通院等にも行けなかったり、体調不良時も感染が怖くて行きづらい。 
・子供を見てもらっている祖父母のストレスも溜まってきている 
・今の青春時代の時間が失われている 
・教育は市町村での対応なのに町独自のルールが示されず個人で判断出来ず引きこもってしまう。 
・おやつの摂取量が増え食事のバランスが崩れてきている 
・飲みに行けない 
・出費が増えて家計を圧迫している 
・子供が鬱病化してる気がする 
・仕事が休めないのが 1番！！ 
・親も子もストレスが溜まり言い争いが増えている 
・子供の通院が怖い 
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５．行っている対策について 

 ほとんどの世帯で、手洗いやマスク着用を行っており、感染対策への意識が高いことが分かった。接
触感染の予防や人との距離を一定程度とる３密への対応については、更なる推進が必要と考えられる。 
 

 
 
【その他の意見】 
・梅干し、納豆、ヨーグルトを食べる 
・なるべく仕事以外では人に会わないようにしている 
・帰宅後は直ぐに入浴をする 
・時間を有効に使い、楽しく過ごしストレスを溜めない 
・来客の対応を玄関の外でする。買い物は 1 人で行く。 
・栄養バランスの良い食事  
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体温測定
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手洗い
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６．家庭での子供たちの過ごし方 

屋内での活動が増え、長時間のゲームやメディアに触れる機会が多くなっていることが分かる。調
査時期が寒い期間であったこともあるため、今後はいかに安全に外で遊ばせる方法など検討が必要。
SNS などを用いて屋内でも行える取り組みを考えることも必要と考えられる。 

 

 
 
【その他の意見】 
・親子で折り紙 
・お菓子作りなど体験する 
・ピアノなどの楽器 
・体を動かせないストレスがたまらないよう、ダンスや体操など子供が喜んで体を動かせるような取
り組みをしている。 
・テレビとゲームをあまりしないように家の中で出来る遊びや、お菓子作りをしている 
・一緒にお料理 
・家事を手伝いさせる 
・時間があるので、お菓子など手作りする 
・天気が良いときは家の前で体を動かすようにしている 
・親子クッキング 
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自宅付近の外で遊ぶ（１時間以上）

自宅付近の外で遊ぶ（１時間未満）

集計
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・家のお手伝い 
・ハイターでの消毒液の作成 
・テレビを付けず静かな時間を作る 
・1日どう過ごしていたのかを話す 
・毎日動画とかゲームばかりだが今は仕方ないと思っている 
・きちんと食べる、寝る 
・ベッドの上で闘い&バランス遊び 
・生活リズムを崩さない、ストレスが溜まらないようにする 
・料理等 
・天気のよい日は農道をジョギング 
・お手伝いをさせるようにしている 
・仕事が休みの日は外に出て体を動かすようにしている。 
・近所を散歩して公園などで遊んでいる。 
・工作、タブレット学習、料理 
・換気 
・学校から勧められた教育テレビを観せてます 
・家族でボードゲーム 
・おもちゃやぬりえなどで遊ぶ 
・手作りおもちゃを作ったり室内遊びで飽きないようにしている 
・ブロック、パズル、お絵かき、風船など家で遊べそうな物を買い与えた 
・犬の散歩、田んぼの手伝い 
・家の手伝い 
・生活リズムを変えない 
・外に出るのでなくネットショップを使用している 
・自営業なので、店舗や祖父母に連れて行き気分転換 
・自主トレーニング 
・休みの時は、いつも出来ない場所の掃除。 
・親子クッキングや工作など、一緒に楽しめる事をする。 
・普段親がやっていた家事を手伝ってもらっている 
・天候の良い日は剣道の素振りを庭で実施 
・お絵かき 
・家の中で適度な運動会をしている！ 
・１日の生活リズム表を作成し、それをもとに行動している 
・平日は、なるべく学校と同じように早寝早起きをしています。1ヶ月間、一日中ゲームや YouTube
を見ていました。さすがに生活をあらため、多少は多目に見て午前中 1時間、午後 1 時間、夜 1 時間
の一日 3時間ルールにしたら、ルールを楽しみながらやるようになりました。天気のよい日は、自宅
の外でごはんを食べたり、米のビニールハウスの中にテントを張って、キャンプごっこをしていま
す。 
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・ありがたい事に両祖父母の家で行ったり来たりして過ごすことが出来ています。 
・UNO、お菓子作り、近所を走る、食べたい料理を作る 
・規則正しく 
・お散歩をして、近所を散策しています 
・子供と一緒に調理する。普段できない箇所の掃除 
・最初は工夫して過ごしますが毎日の昼御飯の準備とか…学校の休みが長すぎてストレスたまりま
す。 
・家庭スポーツ・本格的料理 
・栄養不足にならないように、お昼ご飯を手作りし子供達に食べてもらっている。 
・子どもができる料理やお菓子づくりをさせ、家でも退屈させないようにしている。本や工作 
散歩 
・休みだだからといって不規則な生活にならないようにしている 農作業のお手伝いで身体を動かす 
・マスク作りをしてる 
・将来のために家事や炊事の手伝いをしてもらっている 
・一緒におやつを作る 
・早寝早起き 
・お菓子を作ったり、好きな音楽を聴いたりしている。 
・体力の維持 
・一緒に料理したり、カードゲームをしたりしている。 
・ママの手伝いして^ ^すごい運動 
・ご飯やおやつを親子で手作りしてます。 
・工作をしています 
・家に子供だけの時間の、お手伝いのノルマを決める。 
・一日の時間割を決めて動くようにしている。 
・買い物は 1人で素早く済ますようにしています 
・勉強は疎かにならないように子供たちに 1 日 30分でもする様に促している。 
・昼食は実家で３世帯一緒になるが、食事をとる場所（部屋）を分けている。 
・できるだけ会話を楽しむ事を心がけています。 
・子供と一緒にお菓子や食事づくり。家のなかでできる遊びなどを YouTube で探して実践 YouTube
で 
・子供もに家事を教える 
・筋トレ、料理 
・換気 
・親子での関わり時間を増やしている。本読み、マラソン、卓球、空手、笑いのある食卓、コロナが
あったからこそ気付けたこれまでの日常について会話をしている。 
・みんなで農作業をしたり、筋トレ動画を家族で実施することで、会話を増やしストレスが大きくな
っていないかお互いに確認しています。 
・営業の旦那と生活の時間を分ける 
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・家族各自で運動不足にならないように、散歩や筋トレ等を日課にしている。 
・とにかく不要不急の外出しない、させない 
・なるべく保育所と同じ生活リズムで過ごすこと。 
・家族みんなでボードゲーム等、とにかく楽しいことを一日一回するようにしている。 
・メリハリをつける 
・広域の移動を避けている。会う人の数を減らしている。妊婦なので無理な外出を控えている。保育
園は自粛が解禁されたとしてもしばらくは預けたくないとおもっていて、義母や旦那家族に子供を預
けたり結構頼っている。 
・遊んで居なかった懐かしい玩具を出してくる！ 
・筋トレ 
・犬の散歩 
・畑、植物を植える、育てる 
・小学生の子が、毎朝、主人と兄のお弁当のおかず作りを、手伝ってくれる。お菓子作りもさせてい
る。 
・生活リズムを崩さない 
・早朝、人気のない時間帯に散歩 
・赤ちゃんなので長く外遊びはできないが、天気の良い日はなるべく自宅付近を散歩するようにして
いる。 
・お菓子作りなどを提案し気分転換を促す 
・お菓子作り 
・家の中でソファーからジャンプさせたり大縄跳びをやっている。あまりテレビ漬けにならないよう
に注意している。 
・できるだけ時間割通りに復習ワークをやる、ストレッチをする、子供がたくさん笑うことを日々確
認している 
・家の手伝い 
・運動器具を使っての運動。戸を開けて換気。郵便物の消毒薬噴霧後の開封など 
・健康器具で運動 
・せっかく時間があるのに、ゲームばかりになり、他にチャレンジできたり、視野をひろげるもの
が、ネットをいれていない我が家では、つらい 
・なるべく好きなことをやらせている 
・特になし（アイディアが欲しい） 
・水分補給と寒くしないようにしています。 
・お菓子を作ったり、工作しています 
・テイクアウトなどで食を楽しむ。むしろそれくらいしか楽しみがない。 
・密を避ける 
・車の中にも消毒液を置いている 
・買い物や外出は代表 1人がいく 
・換気、アルコール消毒 
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・手作りおやつ、一緒にお掃除、YouTube でエクササイズ、など親子で一緒に楽しんで過ごせるよう
に工夫している 
・自宅でエクササイズ 
・家の中の片づけ 
・畑などの仕事 
・農家仕事を手伝わせてる 
・共に過ごす 
・家の中の片づけ 
・簡易卓球、子供用バドミントンなど遊ぶ道具を買っている 
・家の中の片づけ 
・天気の良い日はなるべく外で遊びます 
・家から出たがらないので休日は散歩等 
・出来る限りの自衛を前提に、あまり自粛することに敏感になりすぎないようにしています。 
・子供と一緒に料理 
・なるべくゲームの時間を設定するが、なかなか守れなくなってきている 
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７．新型コロナウイルスが収束したらやりたいこと 

 

 
 
【その他の意見】 
・温泉 
・外食に連れていきたい。 
・野球をしてるので仲間とおもいっきり野球をさせてあげたい‼ 
・買い物 
・美味しいものを食べに行きたい 
・普通に生活したい 
・映画館に行きたい 
・毎日保育園に通わせる 
・普通の生活がしたい 
・収束しても感染しないように過ごしたい 
・部活の大会に出させたいし、見たい。 
・無くなってしまった大会を検討してもらいたい。 
・買い物 
・小学１年生なので、まずは安全に学校に行けるようになってほしい。 
・普通の生活をおくりたい 
・無くなってしまった大会を検討してもらいたい。 
・部活、スポ少に取り組ませたい。 
・友達と会わせたい。 
・県外の実家の家族に逢いに行きたい。 
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屋内設備で遊ばせたい

習い事やクラブ活動を再開させたい

外でお友達と思いっきり遊ばせたい

旅行に行きたい

収束したら何がしたいですか？
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・野外施設で遊ばせたい 
・離れて暮らしている子供のいとこ達と、以前から約束していた子供の誕生会を行いたい。 
・中止になってしまったものもあるが、今から出来る保育園の行事を出来るだけやって欲しい 
・東京にいる妹家族を帰省させたい。 
・自身の仕事 
・大宴会をしたい 
・学校、保育所にかよい目標を持たせたい 
・美味しいものを食べにいきたい。 
・実家に行って祖父に子供たちの顔を見せたい 
・酒飲み 
・外食に連れて行きたい 
・通常通りの仕事内容に戻す 
・帰省したいです。 
・友達と酒が飲みたい 
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８．安全に配慮して地域でできることは？ 

 
・難しいと思う。 
・祭り 
・昔話 
・オンライン授業 
・地域の特色というより、全国と同様に接触の 8割減、ソーシャルディスタンス、手洗い、消毒、マス
ク着用が必要です。法要などは人が集まらずに行ったら良いと思います。 
・どこにも連れて行けないので家族で山菜とりに 行こうと思います 
・デリバリーと健康管理、高齢者の生存確認、地域コミュニティの再構築。 
・マスク工場もしくは在宅ワークでのマスクパートをさせる法人か会社 
・公園を活かして時間帯にわけて使用するとか。 
・自然の中で遊び方    川とか山とか田んぼとか 
・わからない 
・子供達の大好きなお祭りを感じられる行事ができたらいいなと思います。 
・休みなく働いている医療関係、施設関係者などに褒美を 
・防災無線を活用した一斉体操など 
・今はこの街に感染者が、どの程度いるか把握したい。 
・何も出来ないでしょう。 
・オンライン新庄まつり 
・屋外で遊べる環境を充実させてほしい。 
・散歩で知らない公園を発掘するのが楽しい。この機会に街の色んな所をあるいてみたい。散歩 MAP
などがほしい。 
・密を避けてスポーツをさせたい。 
・学童保育にもいってないため、友達と全く会えていません。仕事に行く前に 10 分ほどかけて実家に
預けています。そういった子どもたちの交流の場があるといいと思います。 
・東山のグランドを開放してほしい。もちろん人数制限を定めて。 
・免疫力アップのきのこを食べる！ 
・最上町は渓流釣りで有名な町でもあり、魚釣りを子供にやらせたい。 
・移動販売（食品やテイクアウトできるもの） 
・ネットを活用して何かしたら良いと思う 
・空き地や空き家など、この地域だからこそある場所を利用して、三密を避けつつ子供が発散できる場
があるといいと思う。子供が、三密を避けて屋外で離れてキャッチボールをしていても大人に注意され
て、それ以来外に出なくなり大変困っています。 
・自宅で JC音頭ダンスコンテスト 
・外出自粛 
・食品、日用品以外の買い物の外出禁止にすれば良い 
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・散歩がてらのウォークラリー‼町内一周など、のんびり景色を見ながら、運動にもなるのかな？一人
からでもできるしね！ 
・他人との接触を制限されている間は、特にできることが無いように思います。 
・風評被害で、大蔵村の経済が心配でしかない 
・物の移動販売車、移動図書館 
・山歩き 
・新庄祭りを見たい！ 
・ワクチンができるまでは何もできないと思います。 
・特にないです 
・少し収まったら、キトキトマルシェでのんびり一日ピクニックしたい。道路向かいの菜の花が咲く所
でキャンプができる日があるといいな。その時は、仮設トイレがたくさんあるとうれしいです。 
最上のご飯やさんが順番(とかコラボとか)で、ワンコイン弁当をゆめりあとかで販売してほしいです。 
なし 
・特産物などをお弁当にしてデリバリーや宅配サービスをする。 
・感染経路がわかっているのであれば自主規制を緩和しないと社会全体に影響が出てくると思います… 
田舎は自然が沢山あります。室内施設や野外施設を頼らなくてもフィールドは無限にあるのに活用して
いない、都会とは違うのでウイルス有りきで伸び伸びと自然を満喫して欲しい。 
・1市 4 町 3 村の特産品から作る簡単レシピの公開など。 
・野外授業（週末、保護者付き添いで） 
・子どもたちに定期的に担任等からの面会、家の外でや、電話連絡がほしい。 
・子どもたちに栄養バランスが整った昼食の提供 
・花植え 
・今はやめておいた方がいい。 
・縫製会社などでマスクを生産し、配布もしくは販売して欲しい。 
・外で遊ぶくらいは許して貰いたい。最近注意されたのを聞いたからです。 
・地域の特色、とは何か？具体的な例をあげてもらわないと分からない。 
・自然が多い地域なので人との接触を避けて遊ばせたい 
・子供の人数が少ないので近くの公民館などを借りて勉強会をさせて欲しい。その時は大人 1 人いれば
十分だと思う。 
・地域の農家さんの直売。スーパーは価格が高騰ひてるので。 
・町内の放送などでラジオ体操など‥ 
・少人数で行う活動 
・課外授業で、地域の歴史だったり文化などを教える授業(その際密を避ける) 
・特になし 
・コミュニティＦＭの復活。新庄まつり中止に伴い、 
・狭い地域だからこそ横の連携をとって、教育のためのオンライン整備を平等に行ってほしい。官民一
体となり有識者や経験者を一堂に介して前向きな検討をしてもらいたい。 
・VR 新庄まつり 
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・少人数で、笑いで免疫力アップ体操など。 
・親の仕事も規制できるところはしてほしい 
・農作業していても、マスクをして気をつけてほしい。 
・密集しないで屋外で出来るスポーツ活動。 
・この状態が終息する頃には、おそらく農繁期ではなくなっているでしょうから、田んぼ道でもウォー
キングしようかなとは思っています。 
・地域の魅力を地域の人が再認識することができたらいいと思います。 
・新庄まつり 
・惣菜、飲食店の惣菜宅配サービス、保育所の先生による動画配信など 
・元から人口の少ない地域なので、人と人の距離を保ちながら普通に生活できるようになれるといい
な。 
・ひたすら自粛すべき 
・特産物の配布など 
・なかなか難しいと思います。 
・そもそも新庄市の特色って何ですか？ 
・市で取り組んでいることはあるのか。 
・新庄祭り 
・新庄祭りが開催されない場合は、街中に囃子の音を流してほしい。 
・生産者からの野菜の宅配 
・移動図書館、食品の配達、子供たちに科学と学研のようなセットがほしい。 
・自然と触れ合う機会を作って欲しい 
・個人毎に相談や、診察等 
・子供がいる世帯に関して申し上げるならば、オンラインにて親同時のコミュニケーションがあっても
イイと思う 
・花見 
・スポーツ活動 
・テレビ電話でコミュニケーション 
・花の配達などがあれば家庭に彩りが出ると思う。 
・飲み会 
・無い。。 
・思いつかない 
・野菜や食べ物、暮らしの必需品の移動販売など？ 
・質問が難しいです。 
・人口密度が低いので、散歩や、庭でバーベキュー、山、川で遊ぶ 
・散歩 
・山や川での遊び 
・わからない。 
・今はない。コロナウイルス根絶が最優先 
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・人口密度が低いので、散歩や、庭でバーベキュー、山、川で遊ぶ 
・自宅待機以外に安全はないです 
・人口密度が低いので、散歩や、庭でバーベキュー、山、川で遊ぶ 
・以前学校で行った、最上公園でザリガニ釣り等外で触れ合える機会を頂けたら有難いです 
・自粛中、狂った善意などの言葉を目にします。今、民意が問われているような気がしています。殺伐
としていない地域になればと願います。 
・遊べる場所やイベントや生活の在り方 
・県内外からの人の往来を制限。冬に向けて今のうちに医療体制を万全に準備しないと 
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９．その他 要望・意見 

 
・難しい内容ですが、一緒に頑張りましょう！ 
・コロナウィルスの対応にあたられている病院関係や県のご担当の方々に感謝しかありません。また、
拡散防止の為営業自粛でお休みしています関係者の片方が早く通常の営業に戻れますように。 
・個人的にはマスクと殺菌用のアルコール欲しいですねー" 
・発生状況や、感染者がいつ、どこに行き、何をしたかとか、情報が少な過ぎるので、もっと安全安心
の為に情報を発信して下さい。 
・コロナと共存する方法を考えていきたいです。 
・新型コロナウイルスのご対応で皆様もお疲れかと存じます。いつもありがとうございます。ご自愛く
ださいませ。 
・みんなもっと危機感を持って行動して欲しいと思います。 
・スーパーにはいつも通りの人がいます。 
・ポイント 10 倍などの日には駐車場もいっぱいになるほどです。 
・どうか、大切な家族、友達、そして自分の身を守る行動をとってほしいです。" 
・早く終息有れ 
・マスクや消毒液の在庫の確保 
・もし保育園や学校で発生したらどうなるのかを知りたい 
・給付金がほしい 
・マスク不足 
・市長からなんも話がなく、他の市で期待できる何かを表してるのになんとも思わないのか。感染して
しまった方は被害者です。悪い噂ばかりでなんもしてくれないから暴言吐いたりする人が増えてる。市
民のために安心出来る一言あってもいいんじゃないの？いくら県から発表あっても、住んでる人達は不
安よ？それに対して何か言ってくれないと。あなたは市を背負ってるんですよ？下が動いてるからと言
って周りばかりが動くのはどうかと。偉いかもしれないが、こんな時に必死に働いてる人たちをちゃん
とみているの？" 
・生活費が足りない。国の対策の他に市の生活補助も必要かと思います。 
・大変だと思いますが、頑張りましょう！ 
・自営業の子育て世代が 1 番大変かと思いますので、何か支援をしてあげて欲しい。 
・学習面でも学校と協力してなんだかの支援をしてほしい。 
・子供のストレスが溜まり、親のストレスも限界です。 
・会社で見てもらえたらおやすみも安心して仕事も出来て子供のストレスも減るのではないでしょう
か？ 
・会社で子供を見る仕組みを作ってほしいです。" 
・インターネットを使用した何かしらのシステムで自宅学習を望みたい。 
・可能な限り検査を増やして欲しい 
・薬の手配 
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・コロナ初感染者の家族が晒し者のようになっています。 
・これかその人達もちゃんと生活が出来るように、苛めの対象にならないように配慮して欲しいです。 
 
・あべのマスクはいらなかった。そのお金を医療従事者や国民へ配布してほしかった 
・布マスクではなく、使い捨てマスクが欲しい。 
・オンラインでホームルームや授業をするなど、子供の生活が少しでも日常に近づくような対策を進め
てほしい。" 
・JC がんばれ���stay home 
・コロナウィルスの影響を受け、子供達が、学べない環境が、一番困っています。 
・どんな状況になっても学べる、コミュニケーションがとれる環境があればと思います。" 
・子育て世代への給付金 
・学業、友達と関わりをリモートでも良いので触れられるように早急に考え、実行してほしい。例え
ば、○担任の先生が数日に一度電話で子供と直接会話する機会を設ける ○家での児童の様子などをク
ラス単位でまとめ、自粛している事を子供たちで共有する（自分だけではないと思える） 
・コロナになると、まるで犯罪者のような扱いになるのが怖い。 
・サービス業をしてるので、もし私がコロナになってしまったらと考えると子供達の事も心配です。"子
供を連れて買い物に来る人が多すぎる。食品、日用品以外の買い物禁止にすればいいのに。無駄に外出
しすぎ。 
・保育園に預けられなくて困る人がいるために休園にできないのはわかるが、小さい子は予防するのは
難しいと思うので、正直休園にして欲しい。会社でも休園になっていないと仕事を休んでも手当が出な
いと言われた。自粛という事で会社を休んで子供をみるしかない状態だが、自分がそうしても気を付け
ない人がいる限り感染拡大は防げないし、なんの為に休んでいるかもわからない。小さい子供がいる家
庭ではしばらくの間会社を休んでも給料の保証をしてほしい。 
・就業時間の短縮等で収入が減るのでとても心配しています。 
・これから農業が始まりますが、作物をつくっても、売れるのか心配です 
・インターネットを使って、大人のオンライン飲み会なるものも編み出されているようですので、同じ
ように子供たちもせめてネット上で顔を見て複数人で話ができたら、少しは気が晴れることもあると思
います。 
・とにもかくにも早い終息を願うばかりです。" 
・医療従事者や福祉関係者のご家族の方、頑張って下さい 
・大蔵村で感染が拡大してますが、どこの地区の人が感染しているのかわからず、不安しかありませ
ん。個人情報だという事は承知ですが、知らないうちに濃厚接触者になっていたかもしれない。そうな
ったら、即座に家族との距離を離れたほうが良い��と考えます。最低限、村民に情報発信出来る事があ
れば情報を公開してほしい。 
・翠明荘関連の感染が拡大してますが、翠明荘関係者の家族は、辛いですが、せめて３週間は外出禁止
などの要請をしない限り、他の職場、子供達へ感染が広まってしまうと思います。 
・厳しい現実ですが、今歯止めをしないと益々広まります。 
・可能な限り検査を増やして欲しい 
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・学校が再開されたら感染経路は不明になり蔓延しますね！ 
・市内でも、それぞれの学校によって対応が様々…。例えば、4 月に入ってすぐに担任を知らせた学校
と未だに知らせていない学校など。もう少し、各学校で足並みを揃えてもいいのではないか？仕事を制
限してほしい！仕事も制限して休めるようにしてほしい！早く入学式をしてほしい！縮小して、形だけ
でも早めにし、終わらせてほしかった！学習面が遅れないような対応を個々でしてほしい 
・お店がつぶれないでほしいです。 
・もっと早く情報が欲しい事、学校関係の情報が遅すぎる。 
・このまま長く続くようでしたら会社も廃棄しなければと考えてしまいます… 
・自粛や制限ばかりではなく今やれるや出来る事の例を提示して欲しい。 
・みんな引きこもってしまう。" 
・困りごとの欄に「食費の増加」「食費に関する困りごと」の項目がないのはなぜですか？せめて、学
校が休みの為、子供にかかる食費や教材費、自宅で過ごす工夫、感染予防の為に買った消毒液や予防品
の為にかかってしまった困りごとも付け足して欲しかった。 
・食費、生活費の捻出に苦労している家庭の把握ができないと、それに伴った虐待や栄養不良(お昼の
食費にお金がかかる分三食全体に歪みが生じて三食すべてが栄養素の低い食事になってしまう恐れ)に
なってしまい、子供の体に負担がかかりると思います。 
・貯金を切り崩して賄えばいい話ではなく。 
・貯金のない家庭はどーなって暮らしているのか？？心配です。 
・このアンケートの結果で子育て世代へプレミアム商品券などの助成の配布の案を検討して頂き、子育
て世代が最上郡の商店で買い物する事で、どちらへの支援へ繋がる事を考えていただき、市へアンケー
トを提出していただければと思います。 
・アンケートを作成していただき、市民の声が届きやすいよう提案していただき、ありがとうございま
す。 
・まず、何もしない新庄市長をなんとかしてください。 
・子育て世帯に援助を。食費がかかります。かなり、家計を圧迫してます。収入に変化はありません
が、支出がかなりふえてます。どこの家庭も同じだと思います。県境で検温するのも大事ですが、県民
や市民の生活保持も検討して下さい。政府はあてになりません。安倍さん。麻生さん。国民の生活を何
も理解していません。 
・学校や、市からの連絡が遅すぎる。他人事すぎる。もっとまめに連絡がほしい。不安感が増す 
休校と同時に仕事を休んでいるので金銭面で困っています。夫婦の収入で家計が成り立っているので今
後の支払いに不安しかありません。また、小さい子と障害児もいるので買い物に出る際は小学生の上の
子に面倒みてもらうようにし、なるべく短時間で済ませて帰るようにはしていますが、その数 10 分の
間が心配です。どの家庭も同じだとは思いますが…。 
・感染された方もさせてしまった方も叩かれる風潮に嫌悪感を抱いています。子供も大人も大きな不安
や心労が蓄積されていることと思いますが、こんな時こそ思いやりを保ちながら乗り越えていきたいで
す。コロナの情報と共にそういったメッセージの発信なども新庄最上にできるといいです。 
・色々支援してほしいです! 
・家族単位で時間配分して体育館等を利用させて欲しい。 
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・早く普段の生活に戻りたい 
・学童保育所くらいは通常通り開いてもらいたい。 
・市で使い捨てマスクを調達してもらいたい。 
・入学式ぐらいはしてもらいたい。 
・小学校を集団登校にしてもらいたい。 
・1人で行くのは心配です。" 
・子どもたちのメンタルが心配です。進級、進学で環境が変わるなかで、どのように関わっていけるの
か心配です。今年１年の学校行事もいつもと違ってくると思うので、 
・予定がたたなくて不安です。" 
・学校 5月 10日再开心配です^ ^子供たちの命を守て^ ^の事 
・休校が続いて子供達の学業が心配。外出も控えてるため家の中での生活なので、体力的にも心配。日
中、家にいる人数が増えるため光熱費、食費も増えている。収入は増えないのに出費ばかり増えて家計
が火の車状態。 
・オンライン授業を考えてほしい。 
・消防団体ポンプ点検等、10 人程集まって活動がありました。 
・集会等は控える方と、防災無線で放送していますが‥実際は、この様に色々と接触し無ければ行けな
い事が沢山有ります。 
・役場からの指示と思われますが、この時期特に大蔵村はコロナ感染率が非常に高いのに。 
行政の指導など、しっかりして欲しいものです。" 
・山形県でやっている積極的な検査はとても良いと思う。医療機関も含めて頑張ってほしい！ 
学校再開の時、しばらく子供たちマスクを着用^ ^家族の健康が報告続きの事 
・ステイホームしてると食費、光熱費がかかり生活費が足りません。食費を削ると、子供たちの栄養面
が心配です。 
・母子家庭です。 
・今年入学ですがら学童もなかなか受け入れて貰えず、家にいます。 
・食費、水道光熱費がいつもよりかかってしまい支払いがギリギリです。 
・毎月の支払いが出来ない状態になってきています。 
・何か助成制度を作っていただけないでしょうか？" 
・とにかく受験が控えているのでそこが心配。 
・子どもたちの学力の低下が心配されています。特に小学校では掛け算や割り算などを習う重要な学年
があるかと思います。その学年の子が例年の学年の子どもたちとどのくらい学力に差が付くのか、中期
的スパンで観察、報告をお願いしたい。 
・また、夏休みの動向、登校日数の不足分をどこで取り返すのかを早めに決定して欲しい。" 
・テイクアウトできるお店は増えましたが宅配できるところが少ないため、宅配専門の例えば Uber 
eatsのようなシステムを作ってもらえたら雇用も生まれるし助かる人も多くなるのでは。 
・飲食店など、休んでいる店に補助金など出してもらいたいです。これでは、潰れてしまう店舗が増え
てしまいます。 
・ただ、ただ早く普通に戻って欲しいです。 
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・オンライン授業の早期開始。 
・うちは３世代同居ですし、幼児もいないので、とても困ったという状況下ではありませんが、幼児を
抱えるワーキングママさんの負担が少しでも減ればと願ってます。 
・新庄は子育ての助成が他より少なすぎる。共働きで子供が多い家は今大変です。 
・縫製会社でマスクを作って売ってほしい‼ 
・頑張ってください。 
・防災放送で毎日注意喚起して欲しい。 
・こんなときでも通常業務をしてくださっている小売店、医療関係の方々、ライフライン関係の方々、
本当にありがとうございます。 
・当方、家業の農家がんばります！" 
・地域の人が地域で、まだ、使ったことのないお店、食べたことのないお店などを持ち帰りや出前など
で使って、経済がまわすことができたら、いいなと思います。 
・子供に読書をさせたいので、利用制限をもうけるなど(例えば何月生まれとか)分散利用で開放しても
らえたら嬉しいです。 
・あんまり過度に消毒！消毒！って好きじゃないんだけど、その辺のバランス感覚を見失わないように
したい。 
・仕事を休めないのに、子供は園に行けば他からどんな形であれコロナになってしまうかもしれないと
思い、園でも自粛モードなら余計に預けられない。 
・サービス業、団体職員、公務員は休めなくて収入には困らないだろうけど、仕事に行けばクラスター
だのと…不安はあるだろうし、子供預け先問題もあるし、半日業務にするなど少しでもコロナにならな
いように、少しでも子供預け先問題が減るよに考えて欲しい。" 
・子供を幼稚園に行かせたいのに、行かせると先生達がいい顔しない。 
・全世帯に家族分の無償マスク配分 
・とにかく、3 月から 5月まで、子供達が毎日ずっと家にいることでの出費が凄かった。お昼ご飯につ
いて言うと、給食の有り難さが本当に分かった。国からの現金支給は絶対に行って欲しい。しかし、こ
れがいつ収束するのか分からない状態で今回支給されても、今後はもうないのだろうか…。先が見えな
い不安がある。 
・コロナウィルスで大変な時に新庄市民を守るために市長やお役所の方達は何をしてるんでしょうか。
市民へもっとしっかり情報発信をして欲しいです。 
・入学式もできず、子供も親も気持ちの切り替え等ができない。先延ばしにしたところで感染が増えな
い根拠はあるのか？だったらしてしまえばよかったとおもう。仕事も休みを取っているのに、この先ま
た増えるかもしれない中、いつまで先延ばしにするのか。市内での感染が拡大していない今までの間に
短縮でやるべきだったのでは？ 
・市で行っていることはあるのか？ 
・マスクが送られてきたがサイズが意味不明。年齢の把握ができているのか？子供が二人いるのに S サ
イズが 1枚で、その他は全て同じサイズだった。" 
・子供のマスクがなくて困っている。 
・仕事を安心して休業出来る状態にして欲しい。 
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・人の動きがある限り感染のリスクを高め状況が長引いてしまう" 
・医療従事者、とくに、濃厚接触者となっているしせつへの、防護服配布をしてほしい。毎日帰宅する
ので、家族への二次感染が不安でなりません。家の家族への感染があっても、家からは、絶対広めない
と、意識して毎日すごしています。 
・親が濃厚接触者となり、子供達にはかなり精神的ストレスをかけてしまっています。 
・食費が半端なくかかってるのが現状(´ﾍ｀；) 
・目に見えないから怖い。 
・親がなってしまったら、子供の面倒はどうなるのかな？心配。 
・学校のグランドの開放をお願いしたい。 
・学年ごと、クラスごとに日にちを決めて。" 
・優遇して欲しいわけではないんですが、基礎疾患のある子の家庭にアルコールのウェットティッシュ
等を配って貰えると助かります 
・コロナの終息を願う 
・学業が心配。 
・1人は来年受験を控えている。もう 1 人は就職。誰もが言うことだが、先が見えないのが不安でしか
ない。 
・結局コロナウイルスに感染するまで職場に行かなければいけない状況になっていて、もしなってしま
えば会社にも家族にも迷惑かけてしまう状況。今のままもし、自分が感染してしまったら会社の仲間も
濃厚接触者になり仕事復帰にそうとうな日数が必要になり元請け会社からも来るなと、ことわられる。
多分こうなれば、自分が今働いている会社は小さい会社なので倒産してしまうと思う。こうなった時誰
が助けてくれるのか？だれのたすけてくれないのか？ 
・マスクの作り方、子供と一緒に出来る事、運動不足の解消方法、など、みんなおうち時間をどう過ご
してるのかをもっと知りたいです。 
・新庄市でマスク配られたが色が物凄くて(ピンク、黄、青)外出先では付けられないと思った。生地も
テロテロ生地だったので私以外の方達もなにこれ？ってなってました。有難い事なんですが複雑で
す、、 
・旅館とかお店とかこんな時に回収工事をして集客に繋げてほしい。マイナスの話だけではなく投資し
てもらいたい 
・ただ自粛して安全性を守ることしかできない。 
・厚生労働省の LINEの質問コーナーの答えがトンチンカンで、せっかくのシステムなのにもったいな
い 
・公園とか車で素通りすると普通に結構の人がくつろいでるのを見て絶望している。 
・自宅前で楽しめるよう親の工夫が必要だと思った。" 
・一日も早く終息してほしぃ 
・消毒やマスク確保に取り敢えず全力でお願いします。 
・そろそろ完全自粛ではなく、拡大を緩和しつつリスタートをしていく働きができればいいなと思いま
す。 
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・会見を見ていると県知事の言動に危機感を感じない。何処か他人事。とにかく小さな山形県で医療崩
壊したら受け皿が無いから医療体制だけは万全に。感染者の感染経路はしっかり辿って、必要な情報は
開示。中核都市になった山形市とも、連携を取りバラバラと情報出さないで山形市にも感染経路等の情
報開示をしっかりさせて。退院しても再発するケースをどうフォローしていくのかも示してほしい。雇
用調整助成金など経営者が申請しないと従業員は受けられないものに関しても県や市町村から積極的に
利用出来るよう伝えてほしい。従業員 1 人が申請をお願いしても理由をつけられて断られ、欠勤扱いに
なるケースもたくさんあります。それか従業員、個人が小学校休校のための助成金制度を申請出来るよ
うに、従業員が会社を経由しても申請出来るようにして欲しい。 
・生活費無くしては自粛は叶いません。国はもう腐ってます。国会議員にはもう何も期待していませ
ん。元の生活には戻れません。変わりに私達が進化して行かなければ生きてはいけないのではないでし
ょうか。地域単位では無いでしょうが、中国からの人の流入をまずは防いだほうがいいと思います。そ
もそも、原因はそこからですし、ウイルスで苦しんでるときにこちらの海域に空母船とかよこすような
国とつるんでいては日本も山形県も他国から足をすくわれてしまいます。差別ではなく、付き合う相手
は選ばないと自国の民は救えないし、守れない。 
・この気に国内での自給自足力を高めて行く、輸入に頼りきらない事がこれから大事になると思いま
す。 
・自分で課題などをやっているとは言え、親が全部を見るのは難しいです。学習面での不安がありま
す。また部活やスポ少など、やりたいと思う気持ちをくんでやれない、苛立ちなど、気持ちをどこへ持
っていけばいいのか分かりません。 
・県外からの旅行者、又は帰還者を県に入れないでほしい。山形県の感染者はそういうのでコロナにか
かってるわけですからそういうのをなくせば落ち着いてくると思う。そうすれば子供達にこんなひもじ
い思いをさせなくて済む。 
・どこの県もそうだけど対処が非常に遅すぎる。 
・感染者が出てから対処したってなにも変わらない。" 
・先が見えない不安がある 
 
 
 
 
 

 


