
新型コロナウイルスの感染拡⼤への対応及び⽀援に関する 
千葉県 NPO 法⼈等緊急アンケート 最終結果報告書 

 
 
回 答 数：284 件 
有効回答数：281 件 
対 象：千葉県内 NPO 法⼈及び市⺠活動団体 
対 象 期 間：2020 年 2 ⽉〜3 ⽉中に受けた影響について 
開 始 ⽇：2020 年 4 ⽉ 3 ⽇ 
締 め 切 り：2020 年 4 ⽉ 10 ⽇ 
実 施 ⽅ 法：実施団体の登録・会員・⽀援先団体への周知 

所轄庁及び各⾃治体を通じての周知 
回答はウェブフォーム、E-mail、FAX のいずれかにて受付 

実 施 団 体：認定 NPO 法⼈ちば市⺠活動・市⺠事業サポートクラブ 
公益財団法⼈ちばのＷＡ地域づくり基⾦ 

 
＜調査概要＞ 
・福祉（⾼齢者・障害）、⼦ども、環境、災害⽀援、動物保護等幅広い活動団体から回答。 
・89.7％の団体が活動の中⽌や縮⼩等の影響を受けており、42％の団体が経営上の影響を受けている。 
・2~3 ⽉に経営への影響があったとし、具体的な⾦額を回答した 70 団体における被害額は平均で

1,659,843 円、最⼤で 20,000,000 円である。 
・対⼈⽀援、対⾯販売等事業を⾏う団体において、衛⽣⾯での対応やマスク等物資の不⾜に関する不安

を抱える傾向が⾒られる。また、スタッフ⾃⾝が罹患した場合、また⽀援対象者が罹患した場合などに
活動や⽀援が継続できなくなることを不安視する意⾒も挙げられた。 

・「休校や⾃粛による孤⽴から虐待やネグレクトなど不幸な事件が起きること」「ひきこもり当事者や
家族の相談の場や拠り所がなくなって、メンタル⾯で⽀障が出るかもしれない」「経済困窮者で⾃死が
増えることがあれば、その後の家族のグリーフケアが必要となる」等、潜在的な社会課題への懸念が⽰
された。 

 
 
１．回答数 
284 件の回答が寄せられた。 
うち 3 件は営利企業からの回答であり、今回の集計からは除外した。 
 
２．回答⽅法 
ウェブフォーム 245 
E メール 17 
FAX 19 

 n= 281 
 
  



 
３．回答者の属性 
NPO 法⼈ 110 
社会福祉法⼈ 1 
任意団体 111 
無記名 59 

n= 281 
 
 
 
 
４．回答内容詳細 
各設問に対する回答は以下の通り。 
 
（１）新型コロナウイルスの感染拡⼤により、「活動内容」に影響はありますか。 
１現在影響が出ている 252 89.7% 
２今後影響が出ると思う 19 6.8% 
３当⾯影響は出ないと思う 7 2.5% 
４わからない 3 1.1% 

n= 281  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［１ 現在影響が出ている］を選択された⽅にお尋ねします。具体的な影響の内容について
教えてください。（抜粋） 
・活動の⾃粛に伴いサービス提供ができない（台⾵被害復旧作業、学習⽀援、野外活動、施設訪問、⼦ども

⾷堂、⽂化活動、居場所、訪問傾聴、障害者スポーツ、フリースクール、認知症カフェ、送迎ボランティ
ア、⾼齢者⽀援、障害児・者⽀援、シェルターほか） 

・活動の縮⼩、⾃粛に伴う事業収⼊の減少、会員獲得への影響 
・イベントの中⽌、開催⾒合わせ 
・理事会、各種会議、研修会の開催⾒合わせ 
・公共施設の閉鎖により活動場所がなくなった 



・福祉サービス事業の利⽤者の減少 
・来客数を制限している（平時の 1/3） 
・会員の感染不安、感染拡⼤に伴う⼊出国管理の問題発⽣ 
・流通が滞っているために運営している福祉施設の利⽤者の作業が激減 
・⾏政から受託している講座やイベントが開催できない 
・⾼齢者向けの⽀え合い弁当がキャンセルとなり収⼊が減った 
・休校により障害児を預かる時間が⻑くなり、職員に疲労がたまっている 
・イベント、事業が開催できず、融資の返済⾦の確保が難しくなった 
 
（２）新型コロナウイルスの感染拡⼤により、「法⼈の経営」に影響はありますか。 
１現在影響が出ている 118 42.0% 
２今後影響が出ると思う 65 23.1% 
３当⾯影響は出ないと思う 43 15.3% 
４わからない 55 19.6% 

n= 281  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［１ 現在影響が出ている］を選択された⽅にお尋ねします。具体的な影響の内容について
当てはまる内容を選択してください。（複数選択可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
（１.３.４を選択された⽅）減少した売り上げ⾒込み等の⾦額 

2~3 ⽉に経営への影響があったとし、具体的な⾦額を回答した 70 団体における被害額は平均で
1,659,843 円、最⼤で 20,000,000 円である。 

 
 
（３）特に必要な⽀援策について、当てはまるものを選択してください。（複数選択可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具体的に希望される⽀援策（抜粋） 
・融資を受けやすくすること、中⼩企業のみならず、利⼦補給などで実質無利⼦貸し付けをしていただける

よう、制度要請してほしい。 
・運営継続のための助成⾦・補助⾦ 
・損害費⽤の補償⾦（宿泊キャンセル、⾳楽会・鑑賞会中⽌）  
・返済⾦の⼀時留保  
・固定資産税の特例的減免措置  
・活動を助成してくれるバリエーションと⽅法をもっと提供してほしい。 
・家賃等固定費の補助 
・シェルター、フリースペースの２つの物件の家賃、それぞれ契約している公共料⾦の基本料⾦、⾷費が賄

える額の補助⾦ 
・⼯賃による報酬単価の設定の変更 
・マスク、アルコール消毒液、⼿洗い洗剤 
・イベントや会議などのオンライン開催のための技術⽀援やインフラ整備の⽀援 
・年度報告の期限延⻑、税⾦の⽀払いの延⻑、⾞検などの期間延⻑ 
・年間を通した受託事業の場合等、実績や事業評価の点において外出⾃粛期間（2020 年 3 ⽉以降から）を

除外したうえで委託費については減額することがないような措置を求めます。 
・情報という⽀援がとても⼤事だとおもいます。万⼈向けではなく、世代ごとに必要な情報を冷静に発信す

ること。マニュアル的ではなく、⾃分の頭で考えたり、⾃分の家庭に⾒あった⽅法を⾒つけられるような
発信の仕⽅をしてくれる⼈や場所が求められていると思います。 

  



 
（４）その他、活動分野や⽀援対象先における新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う懸念を
教えてください。（どのような⽅・分野が、何に困っているか、いつ頃困りごとが表れそう
かなど）（抜粋） 
・活動休⽌期間が⻑引く事により今年の夏の台⾵シーズンが近づいてしまう。昨年の⽀援が終わりきってい

ないうちの到来が不安です。（災害復旧⽀援） 
・活動地域が⾼齢者過多の地域なので感染拡⼤が⼼配。持ち込まないことに気をつけたい。（災害復旧⽀

援） 
・⼦どもたちの⼼⾝の健康への影響（⼦ども⽀援） 
・⾥⼦や親の後ろ盾のない⼦どもが感染した場合の病院への⽴替があるのか、お⾦に不⾃由な⼦どもたち、

⻘年たちに⼊院費⽤やパジャマ、⽣理⽤品の不⾜が⽣じる恐れもある。（養育⽀援） 
・乳幼児リフレッシュ⼀時保育を利⽤できない⽅の育児負担。虐待増加の恐れ。（⼦育て⽀援） 
・⾏政の⼦育てサービスがストップしていることで、家の中で孤⽴した⼦育て環境になっているのではない

か。（⼦ども⽀援）  
・休校や⾃粛によって孤⽴が増えている。それにより精神的な負担に伴う虐待やネグレクトなどの不幸な事

件が増えること。（⼦育て⽀援） 
・ひとり親家庭などの⽣活困窮（⼦育て⽀援） 
・NPO の活動⾃粛により、DV、児童虐待などへの⽀援ができなくなる。 
・休校で学校に⾏けなくなっている障がいのある⼦どもたち、保護者が在宅で⾏き詰まっている。保護者た

ちの居場所機能が果たせず、孤⽴と不安を感じている⽅がいる（障害児⽀援） 
・学習教室を開講しても感染防⽌の徹底がどこまで可能かわからない。（学習⽀援） 
・フリースクール開室が制限され、会員の⼦どもたちのメンタル、低年齢の⼦どもの親の仕事や⽣活に⽀障

がすでに出ている。電話相談は⾏なっているが、親サロン・ひきこもりサロンなどが開催できず、当事者
や家族の相談の場や拠り所がなくなって、メンタル⾯で⽀障がでるかもしれない。（フリースクール） 

・コロナに感染した児童、家族、及び従業員の健康が確保できなかった場合の閉所における職員の雇⽤確保
のための資⾦や、児童の指導が滞ることが懸念される。 

・地域の居場所がなくなったことで、引きこもりの⾼齢者や介護中の家族が孤⽴状態になることへの懸念。
3 か⽉過ぎたころから家庭内暴⼒や軽度認知症が現れそう。柏市においては補助⾦をカットするのではな
く、⾒守りのための要員として補助を期待する。（ケアラーズ&オレンジカフェ運営） 

・住⺠参加型の⽣活⽀援をしています。有償ボランティアの住⺠のたすけあいです。⼗分な予防策がとれそ
うにない（マスク、消毒薬がない）ので４⽉からゴミ出しと買い物代⾏以外の活動（掃除、付き添い、買
い物同⾏、⾒守りなど）をやめることにしました。年配の活動者を守るためでもあります。収⼊（活動資
⾦）も減りますが、何より困っている⽅（特に⾼齢者）への⽀援ができなくなるので、⻑期にわたった場
合、⼼⾝の体調を崩される⽅が出てくるのではと懸念しています。また、担い⼿の会議が開けない（開け
る場所が閉鎖されている）ことも運営に⽀障を与えています。（⾼齢者⽀援） 

・介護保険外の⽣活⽀援や⾞による送迎サービスもしており利⽤者にとってはなくてはならないサポートで
ある。もうすでに熱のある⽅からの依頼があり受けるべきか断るべきか迷ったが、ずっと利⽤されている
⽅でもあり、万全の体制を取って依頼は受けたが、今後同様のケースがあった場合、断ることも必要とな
ると思われる。その際、家族のいる⼈は良いが、⼀⼈暮らし⾼齢者の⽅などの場合、その⽅の⽣活はどう
なるのか、どこにつなげばよいのかなど、悩ましく思っています。よっぽどのことがなければ依頼を断れ
ない私たちのような有償ボランティア団体が早急に必要となるコロナ感染症に対応する基本⽅針やマニュ
アルの参考になるようなものが欲しい。（⾼齢者⽀援） 



・平時でも地域とつながりにくい⾼齢者世帯（単⾝者も含む）の暮らしの状況の確認の⼿段がありません。
個別対応をしていますが、限界です。地域の情報を集約、共有するシステムが必要ではないかと思いま
す。（⾼齢者⽀援） 

・獣医療にも使う⼈薬が新型コロナに有効な場合、⼊⼿が困難になる。（⽝猫保護と譲渡） 
・経済困窮者で⾃死が増えることがあれば、その後の家族のグリーフケアが必要となると考えられる。（福

祉医療） 
・ローカル（地域的）な情報・⼈との交流が薄くなり、情報孤⽴がおきます。視覚障碍者は 8 割の情報が

⼊らなくなります。医療分野等の緊急な情報を伝える必要があります。ボランティア努⼒だけでは⼿が届
きません。（障害者⽀援） 

・盲ろう者が⾃宅にこもり、外出の機会がなくなることに懸念している。（障害者団体） 
・福祉施設も医療機関等と同じく、休業は原則できないため、職員はもちろん利⽤者の⽅たちも感染しない

よう全員で⽇々気を付けているが、マスクやアルコール消毒液など⼿に⼊らず、在庫が 4 ⽉中にはつきる
ので、その後どうすればよいか本当に困っている。（福祉作業所） 

・賛助⾦や寄付⾦で成り⽴っているので、今後企業・団体会員よりの⽀援が減ることが予想される（障害者
団体） 

・不要不急の外出⾃粛が続くと⾥⼭保全や⽥植えなどへの参加者が減るためフィールドが荒れる。（環境保
全活動） 

・福祉作業所等で取組んでいる農産物や加⼯品の⽣産、販売が停滞している。また、当事者は施設通所がか
なわず、⽇常的な社会活動の機会が減少するのではないか。（中間⽀援） 

・現状では、市⺠活動団体が⾏っている⾼齢者、⼦どもの居場所運営において集まれない、管理運営費の減
少等があり、継続する意欲が低迷、受益対象者の孤⽴化が進むこと。（中間⽀援） 

・この先、事態が深刻になり委託事業の⽀援が完全に停⽌になった際、委託費の返還などが考えられる。休
業補償などで対応できる部分もあるかと思うが、職員の⽣活に不安がある。（就労⽀援） 

 
 
（５）主な活動地域をお知らせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※地域区分  
東葛地域：市川市、船橋市、松⼾市、野⽥市、柏市、流⼭市、

我孫⼦市、鎌ケ⾕市、浦安市 
印旛地域：成⽥市、佐倉市、四街道市、⼋街市、印⻄市、⽩井

市、富⾥市、酒々井町、栄町 
千葉地域：千葉市、習志野市、市原市、⼋千代市 
⾹取・海匝・⼭武地域：⾹取市、神崎町、多古町、東庄町、銚

⼦市、匝瑳市、旭市、東⾦市、⼭武市、⼤網⽩⾥
市、九⼗九⾥町、横芝光町、芝⼭町 

⻑⽣・夷隅地域：茂原市、⼀宮町、睦沢町、⻑⽣村、⽩⼦町、
⻑柄町、⻑南町、勝浦市、いすみ市、⼤多喜町、御
宿町 

君津地域：⽊更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 
安房地域：館⼭市、鴨川市、南房総市、鋸南町 



＜記述欄全回答＞ 
 
●具体的な活動への影響の内容について教えてください。 
・各地のボランティアセンターが休⽌していて⼀番⾏いたい活動が出来ずにいます。 
・研修会や理事会の開催⾒合わせ 
・室内での活動が出来ない。屋外も難しいのが現状 
・2020 年度の新規事業検討の会合が 4 ⽉下旬以降に延期になった。 
・発達障がい児も参加できる運動教室及びスポーツ教室（バレーボール・バドミントン・バスケットボー

ル）について、体育館の使⽤ができない為、活動が出来ず、会費収⼊が無い状態になっている。 
・集客型の事業が⼀切できなくなったため、参加費収⼊を得られなくなった。 
・すべての活動中⽌ 
・活動や会議の縮⼩、中⽌、延期。スタッフの確保。 
・来客数を制限している。1 時間あたり 1 件に（これまでは最⼤ 3 件／時間） 
・やりたいイベントが中⽌になっている 
・案件の減少、会員の感染不安、感染拡⼤に伴う⼊出国管理の問題発⽣ 
・イベントの中⽌や、店頭アピール・イベントアピールの⾃粛など 
・⼈と会う機会が制限される、取材ができない 
・講座開催予定を⽉単位で中⽌している。受講者への返⾦が発⽣する。 
・不要不急の要件がない限りはリモートワークになった。学校向けの出張授業のサービスがいったん⾒合わ

せになっている。 
・⽣きるのに精いっぱいで建築のことを考える余裕がなくなりそうなので 
・年度末が３⽉３１⽇で総会開催にあたっての理事会は LINE のビデオを使って無事に終了したものの、

総会はこのような形式をとることが出来なく、６⽉いっぱいまでの開催を、先延ばしが出来ないか、事業
報告書、決算書の先延ばしが出来ないか千葉県に聞くつもりです。 

・イベントの開催が減っている。 
・総会が延期になったこと、また交流会が５⽉分まで中⽌になったこと。 
・各種会議の休⽌ 
・助成⾦の報告書や次年度の活動検討時期と重なり、電話やメール等でのやり取りが予想以上に⼿間がかか

った。 
・5/24 開催予定の定期演奏会を中⽌とした。 
・⾏政からの受託事業（講演会、フォーラム、会議等）実施ができないこと。 
・①傾聴電話活動の⼀時休⽌②⽉例研修・2 ⽉宿泊研修中⽌③傾聴講座の中⽌・延期④機関紙の発⾏延期 
・公⺠館が休館のため、イベントが開けない。外出⾃粛のためすべての活動が休⽌。 
・理事会の開催が書⾯審議となり、今後の事業計画等について議論が不⾜している。 
・2 年前から開催が予定されていた舞台鑑賞・⼈形劇公演が施設の休館、広報活動の停⽌などで、2-3 公演

が中⽌・延期になっています。また⽇々の活動に伴う準備や打ち合わせが、感染予防の観点でできなくな
っています。事業の準備を進めても開催予定場所の休館が⻑引いたり、⼈々の気持ちがそこへ向かわない
ことも予想され活動に対して積極的になれないストレスが増えているように感じます。 

・友の会が⾏っている交流会や勉強会、盲ろう者の⽣活訓練事業などが中⽌になり、活動ができない状態に
なっています。 

・「ふれあい教室」休講中、施設訪問中⽌等 
・イベント開催の⾃粛 
・セミナーなどの活動が⼀切出来ず、活動資⾦を得る事も出来ません。 



・複数の事業を中⽌にせざるを得なくなっている 
・福祉施設慰問、イオンさんのイベント、地⽅イベント、ライブ、全て無くなりました 
・会の活動そのものが休⽌になりました。 
・昨年より習志野市⺠を対象とした健康増進への取り組み計画の実施にあたり昨年末にヘルスケアカフェを

⽴ち上げた。オープンにあたり初期投資と共に毎⽉の売上を期待していたが利⽤者の激減により継続に⽀
障が発⽣している。 

・業務量が増⼤し現場はパニック⼨前 
・作業の中⽌ 
・学習⽀援について３⽉以降休講し、４⽉春休み中休講継続中。 
・市⺠の野外活動 
・家庭訪問型の⼦育て⽀援なので、訪問をご希望されるご家庭には 3 ⽉まではマスクを着⽤して訪問して

いましたが、4 ⽉からは原則として休⽌しています。 
・⾏事・イベントの中⽌とそれに伴う普及広報活動機会の減少。消毒等の⼿間増加。 
・公⺠館等多くの公的施設が利⽤できなくなり、会合や印刷作業などに⽀障をきたしている。 
・外出⾃粛により、集まっての活動が出来ない。公共の施設が使えない。 
・市⺠芸術⽂化活動、⽂化サークル活動のほぼすべてが活動中⽌に陥っています。事業収⼊の 3 割弱が途

絶えました。 
・活動の利⽤が制限され、縮⼩している。 
・年度末多々打合せが必要な折り、会議室が確保できない 
・サークルの例会、定期総会が、開催が出来ない状態です。 
・４⽉中旬に定期総会の開催予定だったが、やむなく中⽌。ハガキでの書⾯表決を取り⼊れたものの、多く

の会員と直接顔を合わせはなしをする機会がなくなり残念。また、書⾯表決のはがきの返信が思うように
集まらないので再度アナウンスする必要もある。 ５⽉に予定していた屋外での主催⾏事の延期を検討す
るも、状況の先⾏きが⾒えないので対応に苦慮している。 

・セミナー中⽌ 
・公共施設を利⽤、使⽤できない 
・活動の縮⼩、全体会議ができない 
・イベントが軒並み中⽌になっている他、運営している科学館も閉館にしている。ミーティングは遠隔会議

にしたが、遠隔会議に対応できないメンバーが参加できなくなっている。送別会も中⽌した。 
・毎⽇曜⽇の朝練習を中⽌ 
・イベントや会議などを中⽌にしている 
・①公共施設閉鎖により活動場所がなくなった。②公演のためにホール等を押さえているが実施できるかど

うかわからない（キャンセルの場合、費⽤が発⽣）③今後のスケジュールが⽬途が⽴たない。 
・サッカー教室が開催できない 
・4 ⽉・5 ⽉に計画していたワークショップを開催出来ない 
・予定していたイベントの開催中⽌ 
・会議の web 化、フリースクールの開室制限や休室、フリースクールの⾒学等の中⽌による新規会員の獲

得不可による減収、親の会などが中⽌など 
・活動の⾃粛。 
・会議室がとれない 
・3 ⽉以降に予定のあったイベントや活動が実施できなくなった。 
・イベントの延期、会場のキャンセル代の発⽣ 



・予定していた講演会を中⽌しなければならくなった。メンバーを増やすために企画した養成講座の参加者
が参加できなくなったため、結果、予定していた⼈数が集まらなかった。 

・公共施設閉館に伴い、⾏事イベントが全て中⽌になっている 
・⾃社及びコラボイベント事業が⾃粛になり影響が出ている。 
・３⽉、４⽉の活動中⽌ 
・流通が滞っているために、・運営している福祉施設の、利⽤者の作業（内職）が激減しています。・作業

時に衛⽣管理のためのマスク不⾜。 
・3/7 親⼦ワークの中⽌ 4/3・4 お泊り会の中⽌ 地域の桜まつり等の出演中⽌ これに伴う新規会員獲得

がゼロ 
・施設が使⽤出来ず活動や定例会が中⽌に、 
・コロナが不安で休みになるご利⽤者様がいます 
・ホスピス・ボランティア活動（病院・施設）、グリーフケアボランティア活動を休⽌している 
・⼦ども⾷堂事業の中⽌ 
・啓発活動が全てキャンセルになった 
・事業の中⽌、延期 
・イベントなど全て中⽌。休⽌状態。 
・5/6 公演⼈形劇「チト」の開催がほぼ絶望的 
・会員の５名以上での会議の⾃粛。イベントへの参加取り⽌め。 
・イベントを開けない 
・4 ⽉〜8 ⽉ 計画の中⽌ バスウオーク中⽌ 
・イベント開催に制約がある。 
・イベントを開けない 
・運営しているスポーツ教室が 2 ⽉末より閉鎖。市からの今期委託事業の半年分が中⽌。 
・活動休⽌(⾃粛)している 
・イベント・講座の中⽌ 
・⼈が集まることができない 
・⾼齢者の⽣活⽀援活動、元気シニア作りの居場所（2 ⽉ 28 ⽇より 4 ⽉⼀杯閉館） 
・毎⽉⾏っている 1~2 回/⽉の例会を 3 ⽉から現在まで、休⽌している。 
・会議などの中⽌により話がまとまらない 
・会合（定例ＭＴを含む啓蒙活動）が開催できない。⼀部オンラインＭＴとして開催、定例講演会を計画で

きない、年次理事会が開催できない。 
・会合が出来ない 
・外出が困難な⽅の病院への通院や外出時の福祉⾞輌での送迎ボランティア活動が出来ない影響が出ていま

す。 
・余儀なく活動中⽌となっている 
・保護者が不安に思ってキャンセルされる。 
・当該主催の試合中⽌ 
・市の利⽤施設が使えない。 
・予定していた活動の中⽌ 
・⾏政から受託している講座やイベントが開催できない 
・障がい福祉事業の利⽤減、⽣産活動（弁当販売）の売上利益⼤幅減 
・予定していた活動の中⽌ 



・１、当事業所で運営しているカフェの閉鎖による事業収⼊のダウン ２、コロナウイルスを⼼配して通所
できない利⽤者がいる ３、イベントの⾃粛により、販売経路が減少し事業収⼊がダウン ４、活動時間
の短縮により利⽤者のルーティンが変更になることにより利⽤者にストレスがかかっている 

・毎週開催している例会が休会している、定期総会の延期 
・予定していた⾏事イベントが全て中⽌になった 
・アニメ・コスプレ・サブカルチャーで町興しをしたかったが、⼈が集まるイベントが出来ないです。サポ

ートセンターなどの施設も休館していて使えません。⾳楽活動も⾃粛要請が出ていて出来ません。 
・集まれないので会議など、今後の⽅向性が決められない 
・居場所事業の活動⾃粛要請が⾏政から通知され、たすけあい事業についても緊急の場合以外でケアでの接

触を控えるようにとの要請を受けて活動ができなくなっています 
・メンバーで集まり、防犯活動ができない事 
・フリースペースのために賃貸契約した物件のトイレリフォームができない、感染防⽌のためフリースペー

スを開けることができない。また、本業にも稼働減の⽀障が出ておりスタッフの収⼊減になっている。シ
ェルターやフリースペースの⽣活費はスタッフの持ち出しで賄われているので、このままではどちらの運
営にも⽀障がでる。 

・施設と個⼈宅への訪問傾聴のボランティアですので、すべてのボランティア活動はストップしています。 
・例会を中⽌した 
・パレット柏でやっていた洋画研・ひまわりの会の教室が開けないままの状態です。そのうえ今⽇から流⼭

⽣涯学習センターも使えなくなりました。困っています。 
・活動休⽌ 
・定例会等を通して意⾒交換が出来ない。 
・啓発活動の中⽌により⾦銭的な損失が出てしまい、窮地に陥っています 
・施設の利⽤は許されていたが、多⼈数の会議となるので、取りやめにした。２０２０年のスタートが決ま

っていない。 
・室内での健康体操を活動休⽌ 
・全活動停⽌状態 
・⾼齢者⼊所施設での傾聴活動を実施しているが活動停⽌中 
・活動場所が休園となりましたので、活動そのものができなくなりました。 
・活動停⽌、定期総会開催の⼿続変更 
・シニア世代とペット問題に特化し活動を始めましたがこの状況で周知活動や環境保全課・包括とのコミュ

ニケーションが取れず軌道に乗せる活動もたたれている。 
・公⺠館など活動の場が閉鎖され活動ができない 
・活動を休⽌している。 
・市担当課より会場の使⽤許可が取り消された 
・⼀般向けイベントの開催 
・予定していた⾷堂や寺⼦屋の中⽌ 
・⼀般向けイベントの開催 
・3 ⽉より活動停⽌。今後再開⽇の決定も出来ません。 
・年間計画が⽴てられない。 
・教室を開くことができない。 
・公⺠館閉鎖により、例会・講座の中⽌。⾼齢者施設でのボランティア中⽌ 
・おやこ DE 広場をご利⽤いただけない。 
・柏市社協の要請により助け合い活動は全⾯停⽌ 



・仕事がキャンセルになって困っている 
・活動をすべて中⽌にしている 
・出店イベントの中⽌ 
・例会や役員会を⾏うのに会場が休館になっていて使えない。 
・アルコール消毒剤の不⾜。ボランティア・実習⽣の受け⼊れ休⽌。カフェ営業の時間短縮とお客様の減

少。カフェで開催するイベント・教室の中⽌。7 ⽉に開催予定だった研修会の中⽌。 
・⾏政からの委託事業の開催中⽌、延期により⽬途が⽴っていない状況です。 
・活動できない 
・障害福祉サービス事業等に影響 
・事務所として利⽤している施設の閉鎖により⽇常の業務、広報紙・会報紙の印刷や発⾏、会議の開催に⽀

障をきたしてる。 予定していた事業（舞台鑑賞会、おはなし会など）を延期や中⽌にした。 今後につい
て、⼦どもを対象としたイベントが主な事業のため、イベント当⽇の実施の判断はもちろんの事、準備段
階での会議ができるか、また、実施する場合、参加に対する⼼理的影響が懸念される。 

・５⽉６⽉のイベントが中⽌になった 
・①利⽤者の激減。会費収⼊がほとんどありません。 ②唯⼀の広告媒体が市⺠センターのチラシですが、

市⺠センターが閉館しているために効果が望めません。 
・活動の中⽌ 
・次年度の活動を承認する総会が開かれていない。 
・介護予防 PJ、親⼦農業体験、⾷育講座など⼈が集まって⾏う企画が全て中⽌になっている。 
・①「ポールウオーキング体験教室」「ポールウオーキングセミナー」開催中⽌ 
・予定していたイベントが開催できない 
・委託を受けている所が、5/6 まで休館となった。 
・障がいや病気のある⼈達の仕事と居場所を提供しているが閉所せざるを得なくなった。 
・在宅勤務 
・認知症カフェの⼀時的クローズ 
・⾏事中⽌、会議⾃粛、３つの密を守る対応など 
・地域の居場所づくりが NPO 活動の⽬的の⼀つ、継続性が途切れていることが重⼤な問題。 
・保護者のメディアに対してのパンデミック的危機感 
・会の運営上、必要な会議が実施困難。活動の中枢の飲⾷店訪問が困難 
・佐倉市にも感染者が出たので、利⽤者の安全を考え 3 ⽉ 30 ⽇より閉所。利⽤者にはメールやハガキなど

で連絡や相談などの対応にあたる。地域活動⽀援センターとしての助成⾦が⼊らず、イベントなどの中⽌
によりリユース⾷器レンタルの注⽂もすべてキャンセルになった。減収で家賃その他、今後の活動にも影
響が出ることが⼼配。 

・イベントが中⽌。総会などの会議ができない。 
・プレーパークの運営に関わっていますので、「集まる」ことを封じられると定例の活動は休⽌となりまし

た。 
・講座のキャンセル、イベント中⽌、室内事業の中⽌ 
・法⼈構成員と参加者（⼦どもから⽼⼈まで）への感染リスク 
・①施設の⾒守りで被後⾒⼈本⼈と⾯会できず、本⼈がストレスを抱え毎⽇のように電話がきて、それに応

答してあげないといけない。②事務所当番が外出禁⽌で⼿当できない。③勉強会参加者へ度重なる延期連
絡をしなければならない。また講師へのお詫び、再開時の講師依頼と勉強会年間予定が策定できず、活動
が停滞。④ 勉強会の度重なる中⽌から団体そのものの存続を不安がる利⽤者からの来社・照会電話がき



てそれに丁寧に説明する必要がある。⑤⾒守りしている本⼈が、外出して病院診察し、薬を頂くことをの
をためらっていて、その代理をしなければならなくなった。 

・町の施設（ふれあいプラザ）内で運営しているレストランが施設の閉鎖に伴い 3/5 より休業している。今
後の再開の⾒通しも⽴っていない。 

・⾼齢者が多く利⽤するため、3 ⽉から休業している。 
・活動ができない 
・全ての活動を無期限で停⽌しています。 
・市原市と連携していたアート×ミックスが⼀年延期となった。主催事業や協調事業が開催出来ず、資⾦

（寄付⾦）が出来ず、⼟地・建物購⼊時に融資を受けているが返済⾦の確保が難しくなった。 
・福祉サービス事業を運営しているが、利⽤児童・者の⽋席が多い 
・イベントの延期 
・⺠泊と飲⾷店です。1 ⽉末からキャンセルです。当分はお休み状態です。 
・熱のある⼈から階段昇降の依頼が⼊り、対応⽅針を作っていなかったので（サポーターのマスク着⽤と

か、体温測定はしていましたが）基本⽅針作りを急いでいます。 
・団体の活動団体の⽀援として当法⼈の建物を⽔光熱費の安い負担でお貸ししているが利⽤がほとんどな

い。 
・委託事業の中⽌や参加予定だったイベントの中⽌ 
・予定していたものが延期や中⽌となっている 
・全⾯的に活動停⽌状態 
・認知症カフェ及びコミュニティカフェを開催していますが、⾏き場を無くした⾼齢者が⾃分だけのけ者に

されているのではと被害妄想を起こすほど。軽度の認知症になることを懸念しています 
・運営ﾒﾝﾊﾞｰとのﾐｰﾃｨﾝｸﾞの停⽌、6 ⽉ 26 ⽇の mamamo ichi vol.5 の開催中⽌ 
・イベント開催⾃粛による、団体周知・収⼊の減少 
・活動が出来ない 
・演奏活動の⾃粛のためご依頼先への訪問が中⽌となったり、我々の練習会場も使⽤禁⽌となった 
・⽇本連盟からの通達もあり、当⾯（5 ⽉ 6 ⽇まで）野外・室内を問わず、活動を⾃粛している 
・3 密により、場所(市諸施設)及び集まれず連絡、意⾒の集約さえ困難 
・⽉に 1 度の定例会の中⽌を余儀なくされています 
・習志野市の公⺠館等の使⽤が禁⽌されているので会の運営会議が開催されない。 
・勉強会、総会などの集会中⽌ 
・活動計画が⽴てられない。 
・イベントの開催中⽌や延期 
・ボランティア活動が出来ない 
・外出⾃粛により利⽤率の低下 
・舞台鑑賞などイベントの中⽌・延期。乳幼児おやこの居場所が開催できない。 
・⽀援中断や職員の体制変更など 
・チバニアンガイドをしているが、予約のキャンセルが相次いでいる。2〜３⽉はキャンセルはバスを使っ

た団体のみで、個⼈の依頼は変化はなかったが４⽉以降は減少しそう。 
・①⾼齢者向けの⽀え合い弁当２か所分（美浜区磯辺地区と美浜区幸町地区）キャンセルになり収⼊が減っ

た。②イベントが中⽌となり収⼊減。③美浜区役所での朝市中⽌による収⼊減。 
・定例会議等の会場が閉鎖されており、総会をはじめ重要な活動等の打合せができない。 
・①傾聴ボランティア活動の全⾯停⽌②総会の中⽌③例会の中⽌④役員会の中⽌ 
・毎年恒例の「お花⾒会」を中⽌した。また、総会も限られたメンバーで実施した。 



・介護施設ケアセンターの慰問受付け窓⼝に⾏くが、丁寧な⾔葉で実施の⾒合わせ、または断られている。
団地内⾃治会館内のホールでの練習も代表者から使⽤を⾒送られている。 

・定期総会の中⽌→書⾯表決による議案決議に変更。4/1〜4/30 までの間、⾥⼭保全活動を中⽌（公募イベ
ントを含む） 

・⾼齢者のサロンを週 1 回開催しているが、３⽉、４⽉と休⽌している。 
・市原市アートミックスが中⽌になり、祭り寿司の体験教室、販売ができなくなった。 
・半年間活動休⽌。公⺠館を活動拠点としているが、急な休館や利⽤規定の変更（当⽇の事前の検温、消毒

作業等）、また、それに伴い講師との⽇程調整の近内、会員が⾼齢者の故、感染に敏感になっており、い
つ活動再開できるかわからない。 

・公⺠館、コミュニティセンター、美浜⽂化ホール、千葉市⽣涯学習センターホールなど、千葉市の全施設
が使⽤できなくなり、3 ⽉、4 ⽉と活動がすべて中⽌状態になってしまった。5 ⽉も懸念される状態で
す。 

・朗読の練習が出来ない 
・主催⾏事の中⽌ 
・会の例会（⼭⾏計画検討等）⼭⾏が中⽌になっている。 
・リニューアル化の最中だが、作業中断中 
・外出制限や⼈員の都合による活動の制限 
・２⽉末から現在まで、介護⽼⼈施設ではボランティアを受け⼊れていないので、活動ができない。 
・6 ⽉のボランティアコンサートを中⽌せざるを得ない 
・集まることができないため活動を休⽌している。 
・来所⼈数の減少 
・予約のキャンセルがある。 
・⼩学⽣のサッカーチームです。活動拠点である⼩学校グラウンドの利⽤停⽌及び活動⾃粛要請により、練

習や試合ができません。 
・活動の中⽌ 
・実施予定だった事業が中⽌せざるを得ない状況になった 
・賃貸会議室を利⽤して国際交流を⽬的とした語学教室を開催し⽇常的に 30 名が参加していましたが、活

動を停⽌せざるを得ず、4 ⽉から収⼊がなくなった。毎年、5 ⽉に⾏っている国際交流イベントを⾃粛の
ため中⽌しました。 

・3 ⽉〜すべてのフライベントが中⽌ フラ教室も 4 ⽉からレッスンなしにしています。また、ハワイアン
カフェもテイクアウトだけにしている 

・２⽉末から現在まで、介護⽼⼈施設ではボランティアを受け⼊れていないので、活動ができない。 
・学童保育 学校休業対応 
・会合、活動の停⽌  
・活動⾃粛 
・従業員の⾃宅待機 
・感染拡⼤防⽌のため、全事業を休⽌している 
・イベント中⽌ 
・性学もち提供イベントの⾃粛 
・年度初めの総会等が出来なく書⾯議決を予定しています。 
・観光客が少ない 
・ボーイスカウト活動でスカウト達の集まりが出来なくなっている。 
・院内のサポートや外出⽀援が、⼤幅に減っている 



・定例の運営会議（1 回/⽉）が開けない。当団体からほかの市⺠活動へ⽀援のベースになる当該市⺠活動
の実施に影響が出ていると推察されます。 

・活動施設が使⽤できない 
・活動ストップ 
・イベント等の開催中⽌、MTG 等の延期等 
・参加者の減少 
・利⽤者減、内職仕事の減少、衛⽣⽤品の消耗 
・茂原市内の視覚障碍者向けに、茂原市広報を⾳訳化して⽉２回配布しています。活動拠点は、茂原市社会

福祉協議会が在勤する「茂原市総合市⺠センター」です。センターの使⽤中⽌により、活動が不可となり
ました。活動拠点が再開できるまで私たちのボランティア活動は中⽌と決定されました。約 20 名の視覚
障害の⽅々に情報をお配りしていますが、安否確認を含めしばらく連絡が不可となります。 

・イベントが開催できなくなった。 
・⽇常の活動及びイベントを中⽌している 
・福祉施設の利⽤者との⾯会⾃粛要請。予定されていた会議の延期や中⽌。 
・売上の減少、ご利⽤者様の減少、感染防⽌対策への対応 
・3 ⽉以降すべての活動が中⽌。（おやこ⽂庫、鑑賞、幼児さーくるなど。5 ⽉の⾚ちゃんコンサート、6

⽉のまつりも中⽌が決定） 
・宿泊団体のキャンセル、イベントの中⽌ 
・昨年の台⾵被害の復旧作業をしておりますが、コロナ拡⼤防⽌のため作業を休⽌せざるを得ない状態で

す。 
・会議・イベント等の活動ができない 
・ボランティア活動が停⽌しています 
・会議、総会、⾃主活動及びイベント開催がすべて延期⼜は中⽌ 
・過剰なマスコミ報道により不安感や恐怖感が常にある状態で、夜も寝られないほどの過剰反応のある⾼齢

者が増えている。デイサービスにも出ていくことが出来なくなっている。 
・休校により障がい児を預かる時間が⻑くなり、職員に疲労がたまっている。 
・①就労継続⽀援Ｂ型の売り上げ減②利⽤者の通所⾃粛 
・イベントの中⽌を⾏った。活動再開⾒込みが⽴てられない。 
 
 
●法⼈運営への影響のうち減少した売り上げ⾒込み等の⾦額 
・20,000 円 
・10 万円程度（前年度⽐ 100％減） 
・具体的な商品や会費などではないため今はわかりません。 
・20 万円 
・半減 
・最⼤で、1,000〜2,000 万円 
・実施予定の遅延による収⼊減、補助⾦の減額等 
・￥150,000＋α 
・1,000,000 円 
・30−40 万円 
・500 万程度 
・⽉平均 100,000 円から 150,000 円 



・500 万円から 1000 万円規模 
・収⼊が全く無くなりました 
・1,000,000 円 
・100〜200 万円位。⻑引けばその 3〜4 倍 
・⽉額 30〜40 万円ほど 
・15 万円程度 
・約 100 万円 
・30 万円〜40 万円 
・新年度の会費の振り込みが 1/3 ほどの会員からない 
・50 万円 
・20 万円 
・⽉ 50 万くらいはマイナスになる予定 
・10 万円 
・10 万位 
・25％ダウン 
・毎⽉参加者 90 名×500 円＝45,000 円×5 か⽉分 225,000 円 
・4 ⽉末までで 120 万程度 
・300 千円（他に指定管理収⼊減 600 千円） 
・年間 15,000 万円 
・100 万円 
・300 万円 
・1 ヶ⽉あたり 20 万〜30 万円程度 
・予定していたイベントの参加費の収⼊が無くなった 
・⽉ 30 万円 
・2,000,000 円 
・2 万円 
・30,000 円 
・1 か⽉で 30 万円程度 
・全⾯停⽌のため利⽤料⾦収⼊は 0 円 
・20 万程度 
・カフェの売上の減少は⼀⽇あたり 5 千円は確実。外部受注の新聞配布は⽉あたり 2 万円程度の減少。 
・2,000,000 円 
・3 ⽉分だけで約 200 万円超の減少 
・300,000 円 
・約 1100 万円（補助⾦ 900 万円、リユース⾷器売り上げ 200 万円） 
・150 万→0 円 
・印刷費等 10 万円 
・1,100 万円 
・30 万円 
・112 万円 
・200,000 円（2 か⽉分） 
・80％減 30 万円/⽉ 
・マルシェ時の寄付⾦ 3 万円/⽉⼀回 



・⽉額 1,000,000 円程度 
・10 万円 
・50 万円 
・40 万円ほどの収⼊がなくなった。 
・年間 150 万円なので 2 か⽉で 25 万円 
・500 円ｘ50 ⼈×2 回＝50,000 円 
・調査中のため、不明 
・500,000 円 
・10〜15 万程度。2020 年 4 ⽉現在。 
・444,000 円 
・3 万円の補助⾦が実施回数減により減少すると思う。 
・250,000 円 
・90 万円 
・200 千円/3 か⽉ 
・200〜300 万円程度と推測 
・⽉額 20 万円の減少 
・3,000,000 円 
・50 万円 
・⽉額 約 20 万円 
・10 万 
・その他として、助成⾦の減少は今のところはありませんが、精算後の⼊⾦の遅れ連絡がはいっています。 
・200 万円前後／⽉ 
・400 万円 
・１カ⽉あたり５万円前後の減少 
・売り上げ減約 50 万円、訓練等給付費約 10％減 
 
●具体的に希望される⽀援策 
・本来いただいている助成⾦の活動期間の延⻑。これまで同様の継続的な⽀援をお願いいたします。 
・マスク・アルコール消毒液 等 
・補助⾦等の申請 
・2020 年度の新規助成⾦等の募集期限の延⻑をお願いしたい。 
・学校が休校のうちは学校開放は難しいと思うが、公共の体育館などは開放してほしい。 
・融資を受けやすくすること、中⼩企業のみならず、利⼦補給などで実質無利⼦貸し付けをしていただける

よう、制度要請してほしい。 
・寄付⾦や賛助⾦など 
・当団体に直接ではないですが、⼀緒に活動している舞台芸術団体への財政⽀援を希望します。 
・獣医療に必要な消毒液・マスク等 
・補助⾦（真⽔）・雇⽤維持の補助⾦・消費税の中間納付の猶予 or 免除 
・事業報告書、決算書の提出を延期してほしい。 
・助成⾦ 
・コロナウイルスによる病院への⽴替があるかも知りかねます。 
・補助⾦等の繰り延べ（次年度など） 
・問 3．に同じ。演奏会場および練習会場の確保 



・年間を通した受託事業の場合等、実績や事業評価の点において外出⾃粛期間（2020 年 3 ⽉以降から）を
除外したうえで委託費については減額することがないような措置を求めます。 

・キャンセル料の補填。感染防⽌のため設備（消毒液含）購⼊費の補填。 
・固定⽀出に対する補助…事務所維持費など家賃補償 
・マスク 
・市⺠活動も全てのビジネスも周りの⽅を⾒ていても個⼈さんも、とても⼤変です。もちろん 1 番は資⾦

⽀援です。何事も続かなくては全てが無駄になってしまいます。 
・補助⾦あるいは低⾦利の貸し付け 
・いつ終わるかわからない為、千葉にて⼀年間 200 万程の給付⽀援を希望します 
・資⾦不⾜となり運営継続が困難な状況が発⽣しており、資⾦の助成を⾄急にて希望。物資では植物性エタ

ノール希望 
・マスク、防護具、陰圧式装置等々 医療機関でコロナ患者を診療する上で必要となる全衛⽣材料等 
・⾦銭，物資いずれにしても⽀援は早くしないと意味がない。 
・活動費補助 
・緊急雇⽤助成、経営補助⾦ 
・会議室の提供 
・早く、例会開催の場所をさがしたいが、今の状況では、3 密の状態になるので難しいです。 
・補助⾦ 助成⾦ 
・マスク、消毒薬 
・対外的な全ての活動が中⽌となり、収⼊が全くなくなってしまった。今後、コロナショックが⻑引くと、

活動を続けていけなくなる。 
・イベントや会議などのオンライン開催の為の技術⽀援やインフラ整備の⽀援 
・公演が打てない場合にかかった経費の実費負担。活動再開時に必要となる感染対策等の費⽤負担。 
・活動を助成してくれるバリエーションと⽅法をもっと提供してほしい。 
・⼈件費の⽀援、感染症予防のための物資 
・キャンセル代やイベントキャンセルに伴い発⽣した費⽤の補填 
・活動資⾦の援助 
・事前準備に要した交通費、印刷の為のコピー代 
・活動に必要なマスクの調達。感染防⽌のための消毒液等の調達。 
・法⼈事務所の家賃補助 
・ご利⽤減に伴う資⾦の⽀援 
・予防具（マスク、消毒液）の供給 
・劇団等に⽀払うキャンセル料の補てん 
・⾦的な⽀援。２〜５万円/⽉の補助⽀援。 
・企画計画の中⽌の補助⾦ 225000 円 
・補助⾦等の給付 
・公開審査会が中⽌になり、これからアンケートが⾏われるそうなので詳しくはわかりません。今後活動内

容を変更せざるを得ないので、もし補助⾦が０になってしまったら何の活動もできない、来年につなげら
れないと思います。 

・緊急事態宣⾔発令後の活動機会の確保 
・休業補償的な補填、マスク、消毒薬の提供 
・オンラインＭＴアプリの契約代⾦ 
・融資・助成⾦の拡⼤、マスク・消毒剤の確保 



・NPO 職員の活動費への⽀援 
・衛⽣⽤品の⽀援、衛⽣的な環境に対する⽀援等でより通常に近い社会活動ができるような⽀援 
・⼯賃による報酬単価の設定の変更 １、⼯賃による報酬単価の設定の変更 ２、前回の⾃宅作業⽤の助成

⾦の申請は 2〜3 ⽇の猶予しかなく、⽇々の活動に追われる⼩規模の事業所にとっては必要書類を⽤意す
ることは不可能だった。今後はもう少し余裕を持った⽀援をお願いしたい 

・出来るものなら現⾦⽀援を受けたい 
・今年全く活動実績が無くても、来年度も活動させてほしい。制度を利⽤させて欲しい。 
・オンライン会議への⽀援  インフラ整備や技術的な⽀援 
・活動中⽌に伴う収⼊保障。家賃等固定費の経費補助。 
・シェルター、フリースペースの 2 つの物件の家賃、それぞれ契約している電気や⽔道など公共料⾦の基

本料⾦、⾷費が賄える額の補助⾦があると助かります。 
・体⼒維持のための⽀援 
・パレット柏会館、流⼭⽣涯学習センター内の市⺠活動推進センターでの場所を使わせてほしい。⽣徒たち

も指導者も何もできなくて憂鬱です。油絵の作成は乾かしたり修正したり時間がかかるものなので完成で
きないのがくやしいです。 

・事務所の賃貸料⽀払い免除、⽔・光熱費も免除 ⼀時的な資⾦⽀援よりも毎⽉の必要経費を補っていただ
ければ安⼼できる。 

・収束を待つのみ 
・情報の提供 
・地域活動の周知のサイト。「千葉県のサイトで活躍している団体の紹介」的なサイト（場） 
・今後影響がどのくらい続くのか不明なので、思い切った額の運転資⾦融資をお願いしたい。 
・かかった経費の補助⾦ 
・マスク・アルコール 
・松⼾市市⺠活動助成事業 
・活動できる場所を確保してほしい。 
・資⾦援助 
・特に⽀援は要らないが早くコロナ感染が沈静化し休校解除されること 
・活動資⾦ 
・アルコール消毒剤の提供 
・サービス⽀援時間半減に伴うヘルパーの確保策(休業⼿当等) 
・少⼈数の会合（５〜10 ⼈程度）の会合への会場提供 
・休業補償の対象拡⼤、マスク消毒液等の供給 
・閉所中、メンバー達とは電話やネットで繋がろうと考えているが、その通信費や⼈件費、家賃、光熱費な

ど運営費、スタッフの⽣活費補助。 
・マスク ⼿洗い洗剤  アルコールジェル等 
・千葉県内での感染者→発症者に変えてほしい 
・補助⾦⽀給対象期間の延⻑対策 
・従来の助成⾦に相当、あるいはその⼀部の補助（家賃や維持費、スタッフの報酬等） 
・延期したイベントができるよう便宜を図ることと資⾦⽀援。会議が開けない、安⼼して利⽤できるネット

での会議ソフトの無償提供。 
・情報という⽀援がとても⼤事だとおもいます。万⼈向けではなく、世代ごとに必要な情報を冷静に発信す

ること。マニュアル的ではなく、⾃分の頭で考えたり、⾃分の家庭に⾒あった⽅法を⾒つけられるような
発信の仕⽅をしてくれる⼈や場所が求められていると思います。 



・運営費や⼈件費の補助 
・活動資⾦の援助 
・①スタッフへの交通費⽀援。②マスク消毒液の配布 
・アルコール消毒液、マスク 
・「地域の茶の間」ー世代を超えた地域の⼈々の交流の場づくりーがやっと地域に定着しかかったところで

の全⾯中⽌で、今後の継続が危ぶまれます。休⽌中の「場」の維持管理費、再スタートする時点の広報等
の⽀援、ボランティアの確保等が必要です。 

・返済⾦の⼀時留保など、団体運営を確保するための⽀援を望む。固定資産税の減免が可能としていただき
たい。基本的には、法令・条例で規定されており NPO 法⼈所有資産の固定資産税減免措置は無いのです
が、このコロナウィルス感染症により法⼈の資⾦が苦しくなっている中で特例的な減免措置をお願いした
い。 

・融資ではなく、運転資⾦に充当できる補助⾦・助成⾦等の⽀給 
・イベント等をＴＶ電話などを使い配信していく事に切り替える事から、インターネット環境（通信回

線）、ZOOM や LINE 公式アカウントなどの年会費 
・運転資⾦ 
・１、介護保険外の⽣活⽀援や⾞による送迎サービスもしており利⽤者にとってはなくてはならないサポー

トである。よっぽどのことがなければ依頼を断れない私たちのような有償ボランティア団体が早急に必要
となるコロナ感染症に対応する基本⽅針やマニュアルの参考になるようなものが欲しい。 

２、今年度不⾜する運営資⾦については⺠間のファンドなどに申請はしているが、地域に必要な仕事をして
いる NPO に対する運営費の助成が⾏政からもあるとありがたい。 

・カフェの中⽌を理由に補助⾦カット分１か⽉ 51,000 円×3・4 ⽉分  
・マスク、消毒液の確保、資⾦の⽀援 
・やむを得ず、活動するにも、除菌⽤アルコール等がないので、⽀援いただけるとありがたい 
・今後のいざの時への備え。市諸施設使⽤不可への対応を考えられないか。 
・１、感染の有無を明確にするため希望者全員のウイルス検査の実施 
・資⾦援助の充実 
・無条件の貸付ではなく、⽣活できるだけの保証 
・外出⾃粛により利⽤率低下に対する補助 
・安⼼してたくさんの⼈が集まれて、⼤声で歌う、しゃべるなどができる環境がほしい。⾳楽会・鑑賞会な

どが中⽌になることで劇団員、アーティストに対する早急な⽀援（特に資⾦）が必要。 
・①スタッフに給料が払えなくなった。②障害のある利⽤者に払う⼯賃が少なくなった。③新規採⽤予定者

が採⽤できなくなった。 
・オリンピックに向けて活動計画中であり、1 年間の延期に⽀障なく対応できるようにしてほしい。 
・来年のアートミックスに参加できるよう⽀援してほしい 
・被害額相当に対する補償、または事業継続のための融資をお願いしたい。 
・地域の環境保全活動、⻘少年の健全育成事業等の実施の⾒合わせが続き、会の活動の維持が難しくなって

きている。 
・資⾦提供 
・運営資⾦⽀援や税⾦免除 
・運営継続のための助成⾦ 
・収⼊減少対策としての資⾦、物資及び作業⽀援 
・マスク、ティッシュ 
・100％助成の補助⾦（⼈件費） 



・年度報告の期限延⻑、税⾦の⽀払いの延⻑、⾞検などの期間延⻑ 
・無条件で⽀援 
・性学もち提供イベント継続資⾦の⽀援 
・補助⾦等の継続的な⽀援 
・資⾦の給付 
・継続させるための資⾦・助成⾦ 
・会費収⼊がなくなる 
・施設開放 
・アルコール等の除菌できる物資、他は今後の状況により変わると思われます。  
・感染の収束 
・マスク、消毒⽤のアルコール 
・（緊急事態宣⾔等による）事業を停⽌せざるを得なくなった場合の従業員や会社に対する補償 
・マスク、⼿消毒剤の確保 
・マスク、消毒液などの保健衛⽣に関する物 
・損害費⽤の補償⾦ 
・介護事業所への消毒薬の配給。 
・アルコール消毒薬の給付 
・通所利⽤者さんの⼊居施設等で通所利⽤を制限した場合や、⾃⼰の事業所が⾃粛等⾏った場合には通所し

たとみなす処置をとってほしい。 
 
 
●その他、活動分野や⽀援対象先における新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う懸念を教えてください。
（どのような⽅・分野が、何に困っているか、いつ頃困りごとが表れそうかなど） 
・活動休⽌期間が⻑引く事により今年の夏の台⾵シーズンが近づいてしまう。昨年の⽀援が終わりきってい

ないうちの到来が不安です。 
・多⼈数を集めて研修等を⾏うことを主な活動⽬的としているため、事態収拾の宣⾔が出るまで動けないと

考えている。 
・利⽤者訪問に制限がかかり、訪問しずらい状態。今後物流がスムーズに流れなくなる可能性があるので⼼

配がある。 
・私たちはスポーツの分野なので、全般的に⼼配です。まず、スポーツの試合⾃体が中⽌となりプロスポー

ツ選⼿がやっていけるのかという点。また、⼦ども達も部活などのスポーツ活動が中⽌となり⼼⾝の健康
に影響が出るのではないかと⼼配しています。 

・家計も緊縮となり寄付ムードが消えてしまった。今後予定していたクラウドファンディングも実施できる
空気感がなくなり、⾦融機関などからの融資に頼らざるを得ないと考えている。 

・賛助⾦や寄付⾦で成り⽴っているので、今後企業・団体会員よりの⽀援が減ることが予想されます。 
・新年度を迎えて、事業の顧客・スタッフを確保できるか、実施できるか懸念しています。助成事業もあり

ます。 
・獣医療にも使う⼈薬が新型コロナに有効な場合、⼊⼿が困難になる。 
・ペルーが国境を封鎖しており、それにより⽇本に住む⽇系ペルー⼈の⽣活に様々な影響が出ている 
・業務を委託している就労継続⽀援施設でマスクが不⾜しないか⼼配 
・出⼝が⾒えないことによる⼼理的不安が⼤きいですね。 
・相談業務における来所者の減少 
・勉強会（定期・不定期）とも開催できない 



・助成⾦をある企業からいただいているが、助成対象のそのプロジェクトが実⾏できないでいる。 
・経済活動の停滞 
・お⾦に不⾃由な⼦どもたち、⻘年たちに⼊院費⽤やパジャマ、⽣理⽤品の不⾜が⽣じるおそればありま

す。その時々の⽴替⾦が我々の役⽬となります。 
・コロナ対策のため、広めの会議しつの貸与。公共の会議室の解放 
・活動を多くの⽅に知っていただくために講演会やワークショップの開催をしたいが全く⽬処がたたない。 
・50 名以上の団員の練習ができない。⼜､発表の場が無い。 
・現状では、市⺠活動団体が⾏っている⾼齢者、⼦どもの居場所運営において集まれない、管理運営費の減

少等があり、継続する意欲が低迷、受益対象者の孤⽴化が進むこと。 
・「傾聴電話事業」相談電話活動・⽉例研修の再開時期。「傾聴啓発事業」傾聴講座の開催時期。先が読め

ず計画が⽴たないこと、また予定変更による出費への懸念もあり不安がある。 
・やっと学校に⾏けるようになった不登校の⼦ども達が「また学校に⾏きづらくなってきた」と⾔っている

こと。親⼦共々、みなで集まってボランティアや諸活動ができず、社会との交流が⽴たれていること。 
・福祉作業所等で取組んでいる農産物や加⼯品の⽣産、販売が停滞している。また、当事者は施設通所がか

なわず、⽇常的な社会活動の機会が減少するのではないか。 
・舞台鑑賞、⽂化芸術が不要不急にあたると明⾔されているのでその概念が定着したり残ったりすること。

⼦どもたちの健全育成のための⼼の栄養としての取り組みが軽視される⾵潮がひろがること。 
・盲ろう者が⾃宅にこもり、外出の機会がなくなることに懸念している。 
・福祉部⾨ 利⽤者さんと会えない、施設が利⽤できない 
・⾼齢者の居場所 ⼦供の居場所 動物愛護活動 その他コミュニケーションもの全て。 
・福祉施設、ショッピングモールでの⾼齢者福祉の為のイベントが亡くなり、ファン皆様のストレスが困り

事になります。 
・コロナの影響で開催を中⽌しなくてはならず、発達障害の居場所がなくなりつつあり困っています。 
・カフェ部⾨及び運動指導部⾨において消毒薬が不⾜しスタッフへの影響を懸念 
・医療従事者が医療分野で必要となる防護具全てが今困っている 
・学習教室開講しても感染防⽌の徹底がどこまで可能かわからない。 
・市⺠活動⾐⾷住の全般。 
・公⺠館、児童ホームなどの公共施設が軒並み休館しており煮詰まっているお⺟さんんは多いと思うので、

訪問はしたいものの、お互いに未経験の状況なので、もうしばらく様⼦眺めなのがつらいところです。 
・普及啓発活動の停滞や機会喪失。受託業務の遂⾏不能による受託費減額。出勤抑制時のスタッフ確保。マ

スク・消毒薬等の確保。 
・地域住⺠を対処とする、健康維持体操居室や触れあい促進活動が開催で傷困っている。 
・外部講師などの収⼊減に伴う⽣活費補助。2〜3 ヶ⽉後 
・⾃粛ムードの⾼まりの中で、市⺠芸術⽂化活動がほぼ完全に中⽌という事態になっています。7 ⽉以降も

状況が打開されない場合は、補助⾦事業以外の⼀部活動中⽌の危機に直⾯します。 
・乳幼児リフレッシュ⼀時保育を利⽤できない⽅の育児負担。虐待増加の恐れ。今現在進⾏形。 
・⼼配なのは、病棟確保です。今は、サークル休会になっているので皆さん外出⾃粛してます。もし、かか

ったとき、病院、医師、看護師、病棟⼈材が⾜りるのか不安です。 
・学校の休校、外出の⾃粛など⼦育て関連への影響を懸念している。⾏政の⼦育て⽀援サービス（⼦育てサ

ロンおはなし会、⾚ちゃんとママの居場所事業などなど）がストップしていることで、家の中で孤⽴した
⼦育て環境になっているのではないか。屋外に出てリフレッシュしたり、誰かと話すことで解消できてい
たストレスが知らず知らずのうちにたまり、ネガティヴな⼦育てになっていないか⼼配である。また、そ
んな⼦育て⽀援を⽀える地域の市⺠活動団体の活動も中⽌せざるを得ない状況になっている。公共の会議



室（活動場所）が使えない、集まれない、催しが中⽌になるなど気⼒、体⼒も奪われていくような気がす
る。いつ状況が収まるかわからない現状では、今回のことを契機に活動そのものが終わってしまう団体が
あるのでは・・と懸念する。 

・主たる利⽤者様が⾼齢者なので 感染のリスクを考え アプローチ、コンタクトが取れない 
・施設を利⽤できないので健康スポーツとうできない 
・住⺠参加型の⽣活⽀援をしています。有償ボランティアの住⺠のたすけあいです。⼗分な予防策がとれそ

うにない（マスク、消毒薬がない）ので４⽉からゴミ出しと買い物代⾏以外の活動（掃除、付き添い、買
い物同⾏、⾒守りなど）をやめることにしました。年配の活動者を守るためでもあります。収⼊（活動資
⾦）も減りますが、何より困っている⽅（特に⾼齢者）への⽀援ができなくなるので、⻑期にわたった場
合、⼼⾝の体調を崩される⽅が出てくるのではと懸念しています。また、担い⼿の会議が開けない（開け
る場所が閉鎖されている）ことも運営に⽀障を与えています。 

・これまで、対⾯にこだわり、⼦供向け事業を⾏ってきた。いつになったら集客を開始できるのか、⾒通し
が⽴たずに苦しんでいる。開催を前提に準備するといっても、それが⽇の⽬を⾒ない状況が続くと気持ち
が続かない。コロナショックが収束したとしても、イベントごとが重なるのは⽬に⾒えており、通常時よ
りも収⼊が落ちる可能性がある。現在の損失分を単なるマイナスとして抱えたまま、苦しい運営が続くと
思われる。 

・イヴェントが⾏えない事 
・イベントや研修などが⾏えない。これまでのコミュニティや繋がりが分断されてしまう事 
・公演等を実施する場合、当⽇の経費はもちろん、宣伝広告、稽古、役者・スタッフの確保等が発⽣しま

す。トータルでの⽀援を検討していただきたいです。また公共施設についてはキャンセル代の免除等検討
いただきたいです。公演実施が可能な場合の感染予防対策（消毒液、マスクの確保）をどのように⾏うか
の指針がないことも不安です。 

・学校施設や公園などを借りてのスポーツ活動なので、再開が⾒通せない。 
・今後のワークショップの活動形態 オンラインワークショップ形態の検討 
・古本を持ち寄ってフリマを開催。収束が⾒えず、開催の予定も⽴たず、チラシ等の開催予告も作成出来な

い。出店者を集められない。 
・フリースクール開室が制限され、会員の⼦どもたちのメンタル、低年齢の⼦どもの親の仕事や⽣活に⽀障

ががすでに出ている。電話相談は⾏っているが、親サロン・ひきこもりサロンなどが開催できず、当事者
や家族の相談の場や拠り所がなくなってメンタル⾯で⽀障が出てくるかもしれない。 

・活動の場所が確保できない。近隣センターの利⽤を希望します。 
・全体の会議ができないこと 
・イベントや活動の予定が⽴てられない。 
・⾼齢者と若い⼈とを共に参加させるかどうか 
・⼦ども虐待が増加する恐れです。すでに起きていると思います。家が安⼼できない⼦どもにとって学校や

他の場所で過ごすことができなくなっています。親がストレスを抱えると、⼦どもに暴⼒が向かいやすく
なります。でも、⼦どもは家以外に⾏く場所がないと、助けを求められません。 

・⽂化芸能分野で、⼦どもから⼤⼈まで公共施設の利⽤が出来ないため開催出来ない。内容は、⼦ども対象
については開催する場所がない。⼤⼈対象のものは、開催場所及び交通機関利⽤の⼼配 

・⼦育て⽀援に関して、休校や⾃粛によって孤⽴が増えている。それにより精神的な負担と伴う虐待やネグ
レクトなどの不幸な事件が増える事。ひとり親家庭などの⽣活困窮。 

・先が⾒えないこと、⾼齢者が多い団体でフレイルが⼼配 
・職員、利⽤者の誰かがコロナウイルス感染した場合、すぐに感染が広がると思います。 



・⼦どもの活動ができないことによる、⼦どもの運動量・会話量・考える⼒を発揮する⼒の機会がなくなっ
たこと。親⼦のストレスが募るのではないかと思います。⾃宅で⼦どもたちはゲームの時間が恐ろしく増
えています。ゲーム依存症に陥り学校⽣活に戻れなくなるのではないか懸念されます。 

・コロナに感染した児童、家族、及び従業員の健康が確保できなかった場合の閉所における、職員の雇⽤確
保の為の資⾦や、児童の指導が滞ることが懸念されることです。 

・経済困窮者で⾃死が増えることがあれば、その後の家族のグリーフケアが必要になると考えられる。 
・パキスタンの⽀援先（スラム地域）、フェアトレード製品を作ってくれる⼈たち（世界中の主に貧困層）

の⽣活が全てにおいて⼼配 
・学校休校における児童、⽣徒を受⼊れる事業（放課後等デイサービス）を⾏っている。3 密状態での⽀援

なので、感染が⼼配される 
・とにかく集まれる場所がなくて困っている団体に対して、その提供が難しいこと。web 上での会議など

も提案していますが、馴染みが悪いようです。 
・多くの⼈が集う活動のため、活動することが出来ない。 
・⻑期にわたり⾃粛が続けば運営活動のい⽀障をきたす。 
・既に、3 ⽉よりウオーキング下⾒費⽤の負担⾦ 
・イベント開催に際し機材等の準備・集客対策など 
・スポーツ教室の運営なので感染が収束するまで開催不可能。利⽤者に⾼齢者が多いため、体⼒の低下が懸

念される。 
・このまま活動の消滅 
・これから活動していくところでしたが集まることが当分できないので先が⾒えません。 
・外出⾃粛により NPO 活動参加への社会的理解が得られなくなるのではないか⼼配。 
・⾞による外出⽀援における透析患者等の送迎および病院内付き添いサービス時の感染 
・会の集まりを持つことが出来ない。 
・被験者（対⾯、集合）に依頼しての企業との共同研究を予定しているが、被験者を集めたり協⼒してもら

うことができない 
・⾝体の不⾃由な⽅の通院や外出の⽀援が出来ない事が⻑期に続く事 
・メンバーの感染による⽬標としていた活動の遅れ 
・⼦育て中の保護者が、不安や不安が増⻑して、精神疾患や虐待などになる可能性がある。 
・⾼齢者施設へのボランティア活動が出来ない。 
・⼦どもが集まって⾏う遊びや学習の機会が減っていくことが、現に表れていて、今後も継続していきそう

なことを懸念します。 
・DV  児童虐待などへの⽀援ができなくなる 
・特別⽀援学校に通う⽅々を受け⼊れる障がい福祉事業において、主婦層も多く活躍しておりましたが、学

校の休校において、勤務ができなくなったり、反対に学校の休校で福祉事業所で受け⼊れる体制を何とか
作るために、スタッフが休めなくなるなど、多⼤なる勤務体制を整えるための負担が福祉事業にかかって
いる。学校が休みになっていても、障害者福祉事業所が密集することになっている事業所もある。春休み
前から⻑時間の受け⼊れ体制をこれから 5 ⽉まで続くと福祉サービス事業所の職員の体⼒的なところも⼤
変負担がある。⾃主的にマスクの着⽤や⼿洗い等の衛⽣管理をできない利⽤者も多くいる中⻑期間福祉サ
ービスを主体で安全を守っていくことに不安や負担を感じる。 

・⼦どもが集まって⾏う遊びや学習の機会が減っていくことが、現に表れていて、今後も継続していきそう
なことを懸念します。 

・１、管理者として、利⽤者の感染リスクと、利⽤者の⼼⾝の健康や⽇常活動の場の確保の必要性とどちら
をとるかの判断の難しさ。２、⾼齢者の家族と同居する利⽤者に対する不安家解消 ３、利⽤者の⼯賃減



少に対する不安 ４、今後、職員、利⽤者、家族の、事業所が閉鎖になったときに報酬が減少し、事業所
が継続運営して⾏けるかの懸念 

・今のところ秋から冬にかけてのイベントがメインなので、その頃までには普通の⽣活に戻っているのでは
と思われ、今のところはメンバーとの打ち合わせをオンラインに変更するなど特に困り事はありません。 

・⾼齢者が多いので例会開催の⽇程 
・当団体は⼦どもから成⼈までの⾏事・イベントを予定しているため会場利⽤が出来ない事が困っています 
・私たちの活動を指⽰して下さるファンの⽅が、活動⾃粛に追い込まれる事によって離れて⾏ってしまう。 
新しいファンを獲得する事も出来ない。活動が無い事によって、団員の募集も出来ず、団員が定員を割って

しまう。 
・ただでさえ孤⽴勝ちな家庭が、より孤⽴してしまう 
・⼦ども、お年寄り。地域からの孤⽴や断絶による精神的ストレス。健康被害。 
・いつ再開していいのか、判断に迷います。 
・当法⼈のシェルターを頼る⼦がコロナウイルスを持ち込み、シェルター内で感染が相次ぐことを懸念して

います。また、スタッフはシェルター以外に本業に従事しています。コロナウイルスに罹患してしまうと
本業で働くことができなくなり著しい収⼊減に陥ります。フリースペースやシェルターの⽣活費はスタッ
フの持ち出しにより賄われているので、それらの運営ができなくなることを懸念しています。 

・傾聴活動以外にも、役員会も開催できない状況です。（柏市の会場が利⽤中⽌のため） 
・定期的に⾏っていた同⼈誌の発⾏の遅れ 
・熱があったりしんどいのに無理して出てきたり、働いたりすることは他⼈に病気をうつすことなので絶対

やめさせることが⼀番⼤事です。無理することが美徳で通ってきた⽇本の社会をかえましょう。 
・⼦どもたちの居場所がなくなる、外遊びの機会が奪われる、親⼦が安⼼して遊べない 
・ボランティア活動の⼀環として外国⼈との交流が出来ないこと、また⾒通しが⽴たない。 
・障害者、⾼齢者、⼦どもなど三世代の地域交流を⾏っていたので、この全てにおいて交流活動・余暇活

動・⽂化芸術に触れる機会がなくなってしまった。この影響は、最低限の⽇常⽣活を営む上での⾝体・精
神の健康が保てなくなる。孤⽴化が⽣まれ、⾦銭的にも切迫し疲弊した家庭内でのストレスが障害者や⾼
齢者、⼦どもなど弱い⽴場への虐待などに表れてくるのは 1 か⽉が限界だろう。 

・感染者が出た場合の施設からの定期訪問取り消し要請。集会禁⽌によるボランティアの養成・研修、訪問
準備開催が困難 

・何時から活動が再開できるか⾒通しがつかない 
・活動場所及び周辺にはのら猫がおります。感染したのら猫から⼈への感染はあるのでしょうか。 
・施設内⾼齢者の精神⾯の悪化 
・包括や私どもが新型コロナにかかった⾼齢者が飼養しているペットの件で相談が増えそうだが汚染された

お宅に包括も私どもも⾏くことが出来ずペットの遺棄につながる可能性が出てくる。そうならないために
包括と連携を取りながら⾏う予定だったが現時点で保留になってしまった。 

・従業員の妊婦さんを感染の危険の中で雇⽤継続して良いのか、退職させ失業⼿当で⽣活させるにしても妊
娠を理由にしたものになるので不当解雇になりかねないという課題をかかえています。 

・強⾵や⼤⾬等の⾃然災害が発⽣した時に、倒⽊や、枝葉の⾶散等で近隣や公道に⽀障をきたした時に対応
できない。 

・賑わいのあるフェスタの開催は不可 
・イベントの中⽌。公⺠館を使った会議が出来ない。 
・⾷堂に来ている⾼齢者、⼀⼈親世代、貧困家庭の経済状況（⾷費、マスク購⼊などで費⽤がかさむため） 
・イベントの中⽌。公⺠館を使った会議が出来ない。 



・認知症・⾼次機能障害の本⼈、家族の負担増。⾼齢者通いの場がなくなった事による体⼒・活⼒の低下。
毎週継続開催して来たが、再開後も継続的に通って貰えるか分からない。また開催している事で、⾏ける
時は⾏こうと記憶して貰えていたが、忘れられてしまう。終息後に再度宣伝努⼒が必要。 

・⾼齢者対象のイベントの開催時期が明記できない。 
・既に影響が出ている。会員が教室に集まって学習するので、活動できない。 
・⾼齢者施設でのボランティア中⼼なので、コロナウイルスの集団感染が⼼配。感染が終息しないと活動再

開出来ません。 
・⽀援先の利⽤者が困っているのではと⼼配している 
・少年野球⼤会を提供する団体なので、児童を集めての⼤会が全くできないこと。既に発⽣している。 
・⼯作教室は公⺠館を借りてイベントを⾏ってるため開催できるのかは⼼配です 
・聞こえない⽅が病院に⾏くときに、県や市の派遣として同⾏対応するのに不安を感じる。⽀援者から、マ

スクをしていると⼝形が読めないので不便と感じていると⾔われた。マスクを外すのは難しいので、聴覚
障害者には⽂字で書くようにしてほしい。 

・障害のあるスタッフの感染リスクを減らすために、カフェは休業、通所時間も短縮する必要がある。カフ
ェの休業が続く場合には、売上の減少が問題。⾃宅で過ごす時間が⻑くなった場合の、体⼒⾯と精神⾯の
ケアが必要だが、難しい。また、県と協働で⾏っている事業は、7 ⽉の研修会を中⽌にした。研修が開催
できないことによって、⽀援に困っている⽅に情報を届けられない。また、障害のある⼦の学校⽣活も、
休校等で家庭で過ごしているか、学童等を利⽤していると思うが、いつもと違う状況で困っている⽅も多
いと思われる。相談⽀援のチラシは毎年 5 ⽉に研修のチラシと⼀緒に配布しているが、その配布も出来な
い状況なので、情報を届けられない。 

・⾼齢者のコミュニティ活動が⼀切開催できず、閉じこもりがちになっている。今後急速な ADL の低下な
どが⼼配です。 

・①障害福祉サービス事業の縮⼩・停⽌・中⽌⇒利⽤者の⽇常⽣活の維持困難②従業員(家族を含む)の健康
確保と雇⽤維持が難しくなる③1.5〜2 ヶ⽉以上の場合、確実に影響がでると推測 

・主催者である当団体が舞台鑑賞会をキャンセルしたことで、出演者である劇団側の収⼊がなくなった。こ
れは、劇団にとっては存続に関わる重⼤な事態で、収束後に劇団が⽣き残っているかを懸念している。 

・外出⾃粛、⼦育て施設の閉館により、⼦育て当事者同⼠のたわいもない会話より解決するはずのストレス
がたまり、虐待等につながる恐れがある 

・制約の多い過ごし⽅による⼦どもたちの⼼⾝への影響 
・⼤きな団体でないため、当⾯は会合できる会場の開放が必要 
・医療福祉分野でのマンパワー不⾜、疲弊、衛⽣⽤品の圧倒的不⾜。奨学⽣の収⼊激減、就職内定取り消し

⼜は採⽤開始延⻑、⾼齢者のひきこもり、DV 等  々
・⾼齢者が対象のため、外出禁⽌で運動不⾜から体をこわさないか⼼配。 
・市⺠、近隣の⽅及び海外の旅⾏者に利⽤していただけないという期間がどのくらいなのか、館はいつ平常

に戻るのか。皆さまに喜んでご利⽤していただきたいという思い。 
・メンバー達は持病がある⼈がほとんど。感染したら危ない。安全を考えると閉所だが、メンタル的には閉

所は孤独感が増す。その為、再開の判断も難しい。スタッフは迷いもあるし、葛藤する。またスタッフも
皆⾼齢で感染は危ない。リユース⾷器を使うイベントが全て中⽌。売り上げが激減。でも家賃や光熱費は
出ていく。しばらくは貯⾦で持ちこたえるがいつまでもつか？ 

・学⽣の収⼊減について:留学⽣の⽣活 
・不要不急の外出⾃粛が続くと⾥⼭保全や⽥植えなどへの参加者が減るため場内が荒れる 
・継続性が途切れていること。再開は今まで築き上げてきたものの多くが再度時には、新規に開始すること

と同じ、またはそれに近い状況になると思われること。 



・⼦育て、芸術事項において、⼦供が週 350 名参加していますが、保護者意⾒が様々であり統制がとれな
い。今は休⽌中 

・市内飲⾷店関係の市⺠への案内を活動内容としている。居酒屋等の閉鎖、飲⾷店利⽤の制限による店舗案
内の変更が多数ありうると考える。 

・⼀⼈暮らし、あるいは家族間で問題を抱え、障がいもある利⽤者が、外出規制で居場所に⾏けなくなり、
どう過ごしているのか⼼配。ヘルパーは利⽤しているだろうが、精神⾯でこの状態が⻑く続くと⼤丈夫だ
ろうかと、不安は⼤きい。 

・屋外での⾃然保全活動や調査活動がどの程度許されるのか、基準を知りたい。 
・⼦育て世代のストレス緩和、⼦どもたちの精神にもに直結しますので、休校が第⼆タームに⼊ったことで

逼迫しているとおもいます。正しく恐れて、⼦どもを閉じ込めないこと、親も⼦もどうガス抜きするか、
など情報発信はとても⼤事と思います。私達の活動は集う事が基本ですが、今は⽇頃の活動拠点を参加者
に声掛できる範囲で、誘いあわないことをお願いして遊び場として開放しています。 

・今後作業が予定通りに進まないため、再開した時の作業が煩雑になる。 
・休校や⾃粛が続く中、保護者の不在などで家庭で安⼼して過ごせない⼦達が、不安や栄養不⾜などメンタ

ル⾯でも健康⾯でもダメージを受けているように感じます。野外での遊びも「閉園している時も何度も様
⼦を⾒に来ていた。再開してほっとした。」という声を聞いています。⼯夫できる保護者のもとで⽣活で
きている⼦はいいのですが、そうでない⼦については、学校に⾏ってよいといわれても、⼀⼈ではどうし
たらいいのかわからず、困っているようです。また、⾃粛を続ける保護者も不確かな情報や不安を煽る報
道を⾒続け、不安が⾼まっています。報道⾯でも配慮も必要です。また、講座や委託事業がなくなること
で、団体雇⽤者の給与が減額されますので、この状況が 2 か⽉も続くと、雇⽤者の収⼊⾯での⼼配があり
ます。 

・野外のコミュニティー活動をしています。対象者である⼦どもたちとその親が宅内で過ごしていること
で、今だからこそ必要な“居場所”の役割が果たせなくなり、結果として地域の来訪者のストレスがたまる
こと。（役割を果たせない） 

・3 ⽉から独居⽼⼈がひととの接触をおそれ、薬をもらいに診察にもいかないかたがいて服薬健康管理に影
響がでる。被後⾒⼈が⼊居している施設の対応が⾯会禁⽌で⾒えず、⼊所者への対応に不都合が⽣じてい
ないか不安である。 

・イベントの中⽌や販売の中⽌など、売り上げが⽴たない状況があり、今後、利⽤者の⼯賃等、⾒通せない
状況。在宅での⽀援が難しい。 

・再営業の⽬途が⽴たない 
・家に引きこもりになってしまい、本や他社との交流ができなくなってしまうこと。 
・平時でも地域とつながりにくい⾼齢者世帯（単⾝者も含む）の暮らしの状況の確認の⼿段がありません。

個別対応をしていますが、限界です。地域の情報を集約、共有するシステムが必要ではないかと思いま
す。 

・密接業務 2 ⽉末 
・廃校となった校舎を活⽤した事業を主としており、来場されるお客様は市内外にわたることから感染防⽌

対策をどう進めて良いか不安を持っている。⼀⽅で、⼿の洗浄⽔は、⽀援頂いている社会福祉法⼈第 2 ｸﾛ
ｰﾊﾞｰ学園様から無償で提供して頂き、出⼊り⼝に置いて対策が出来たことに感謝している。コロナウィル
ス感染症がいつ収束するか、先が⾒えない中、毎⽉の返済はボディーブローのように団体運営に⼤きく影
響して来ている。 

・福祉施設も医療機関等と同じく、休業は原則できないため、職員はもちろん利⽤者の⽅たちも感染しない
よう全員で⽇々気を付けているが、マスクやアルコール消毒液など⼿に⼊らず、在庫が 4 ⽉中にはつきる
ので、その後どうすればよいか本当に困っている。 



・⺠泊と飲⾷店なのでお客様のキャンセルがあり売り上げ 0 です。 
・もうすでに熱のある⽅からの依頼があり受けるべきか断るべきか迷ったが、ずっと利⽤されている⽅でも

あり、万全の体制を取って依頼は受けたが、今後同様のケースがあった場合、断ることも必要となると思
われる。その際、家族のいる⼈は良いが、⼀⼈暮らし⾼齢者の⽅などの場合、その⽅の⽣活はどうなるの
か、どこにつなげばよいのかなど、悩ましく思っています。 

・出産育児に関わる事業があり、乳幼児や妊婦への感染が⼼配 
・⼦どもたちが仲間と“あそぶ”ことを通して得られる⼀体感やコミュニケーションができなくなり、孤⽴化

がすすむのではないか。芸術⽂化体験を通して得られる“⼼を動かす体験”ができなくなっている。 
・地域の居場所がなくなったことで、引きこもりの⾼齢者や介護中の家族が孤⽴状態になることへの懸念。

3 か⽉過ぎたころから家庭内暴⼒や軽度認知症が現れそう。⾒守りを強化する必要がある。柏市において
は補助⾦をカットするのではなく、⾒守りのための要員として補助を期待する。 

・休校に伴い、⼦どもたちが午前中より来所するためスタッフの確保が困難である。また、ご利⽤される⽅
も減少するため、介護報酬が減少している。 

・毎⽉⾏っている定例の家族会の開催が開催できない。 
・年間の演奏のご依頼数が今年は減ると予想しています。このような時なのでしかたはないと考えています

が、先の⾒えない、終わりの⾒えない今、逆に当団体が何かできることはないか？と模索しています。コ
ロナ疲れなどにより、⼼⾝のストレスの軽減に弦の⾳⾊でお役に⽴ちたいと思います。 

・活動を実施しないことによる加盟員（⼦どもや保護者）が活動から離れ、加盟員が減少する懸念 
・５⽉５⽇に⽥植え会を開催予定になっていますが、開催すべきかどうか難しい判断が必要です。 
・県内他団体との集会が難しく、社会で必要とされる情報や活動の提供が全くできない。(意⾒集約も難し

い) 
・１、会員の平均年齢が⾼いので打ち合わせを⾃主的に中⽌している。２、広島・⻑崎の被爆者の語り部活

動としての講演会等の⽇程が開場が確保できず計画出来ない。 
・和太⿎の練習をしているが、練習会員に⾼齢者が多いため、練習再開をどの時期にするべきか判断に困

る。また、毎年２⽉か３⽉に主催している和楽器の演奏鑑賞と和⽂化の体験の会が、開催可能かどうか判
断に困る。会場や出演者の予約が必要だが、今年度のように冬開催間近に再度感染が始まる可能性もある
ため。 

・団員が 60〜70 代なので感染への不安が⼤きい。活動対象者が乳児〜⾼齢者なので感染させてしまうかも
しれないとの不安で活動意欲が下がりそうです。 

・外部接触を避けるための施設外就労の受け⼊れ停⽌ 
・⼦どもと⽂化に関する団体なので、休校や外出制限による⼦どもたちの⼼と体への影響が⼼配。基本的な

活動が、劇場に集まること、⼤勢で集まって遊ぶ、というようなことなので、団体の存在価値がなくなっ
てしまう恐れがある。 

・⼈が集まるイベントは開催が難しい 
・この先、事態が深刻になり委託事業の⽀援が完全に停⽌になった際、委託費の返還などが考えられる。休

業補償などで対応できる部分もあるかと思うが、職員の⽣活に不安がある。 
・新しいガイドを養成したいが、集会や会議が開けないので活動停⽌状態。３⽉までは、「屋外だから」と

いう安⼼感もあったが、移動⾃体を⾃粛する動きが強まり、⾒学者は減少すると思われる（そうでならな
ければならないと思うが）。 

・いつコロナウイルスが終焉するかわからない。経営の予定が⽴たない。 
・中間⽀援の NPO 法⼈なので、営業⾯の懸念はないが、会員への⽀援活動等の⾯で影響が出ている。 
・市原市内の約 30 の⾼齢者施設で⾏っている傾聴ボランティア活動がいつ再開できるか⼼配しています。

現状では⾒通しが全く⽴ちません。 



・役員会や懇親会が開催できない。このほか、草刈りなどの活動に影響が出ないか⼼配している。 
・⽼⼈介護温泉・元気館に慰問で⼊室していたが、マイクロバスでの私宅に回り送迎が困っていると聞く。 
・活動中断によるモチベーションの低下 
・活動休⽌がいつまで続くか…。会費をもとに⾥⼭保全活動を⾏っているボランティア団体であるため、経

済⾯などで特に困ることはありません。会員に⾼齢者が多いので、健康⾯が⼀番⼼配です。 
・対⼈接触の減少により、⾼齢者の⼼⾝の不調が増⼤する。⽣活⽀援ができなくなる。 
・公⺠館など市の施設が使えない。⼩湊鐡道のトロッコ電⾞が⾛らないため販売場所がない。 
・公⺠館を活動拠点にしている他の団体も今後の活動再開が難しくなっているのではないでしょうか。千葉

市は「新型コロナを契機に「⼈を集めること」に価値を置いてきた社会を「⼈が集まらなくていい」時代
に転換するため宣⾔を出している。あまりに割り切った表現のように思えます。部分的には賛同できます
が、⼈間とは、⼈と⼈との間にあり、社会は実体としての⼈間がふれあうことにより成り⽴っている部分
があることはどんな時代になっても変わりはないと思います。また、社会の⽚隅にある「ごくささやか
な」活動がいくつもいくつも重なりあうことによって、社会の厚みが⽣まれているので、そうした何気な
い⼩さな活動が⾵前の灯⽕になってきていることを憂慮します。今は声援だけでも欲しいです。 

・⾼齢者を対象にする福祉活動のすべてに影響が⼤きく、今後もそれらの市⺠活動の衰退が懸念されます。 
・朗読発表会のレッスンが、先⽣の指導が受けられず困っている。 
・⼭⾏きで使うマイクロバスの中の密接状態が⼼配。 
・いつまで続くのかわからず、植物の管理ができるか不安 
・保育園や幼稚園、放課後等デイサービス、児童発達⽀援などのテレワーク等が出来ない⼈達への対応や⽅

針 経済的な補填 感染の場合の責任等 
・感染の不安が消えないうちは活動できない。 
・⾼齢者、持病のある⼈、福祉関係分野、利⽤者さんからの感染、感染させてしまうかもしれない不安、⾏

為の 2，3 週間後 
・選⼿（⼩学⽣）の運動不⾜による体⼒低下。 
・朝市、⾼齢者向けのイベント、⼦どもたち対象のプレーパーク等の中⽌、 
・主たる⽬的として地域の活性化、つまり⼈が集まること等を推進しようとしているので、現状に相反する 
・政府の決断が遅すぎて、ズルズルと伸ばされると痛みも深くなる。2 ⽉の段階で 1 ヶ⽉⾃粛して感染者を

増やさずにできたのではないか  困った事は、すでに起きてしまっています。 
・感染の不安が消えないうちは活動できない。 
・さらなるイベント中⽌に追い込まれることにより、本来の⽬的の⼀つである⼀般市⺠の⾃然とのふれあい

の機会が減少すること、さらには会の存在感、アピール度の減少。 
・感染時の対応 
・全市⺠が感染拡⼤防⽌の具体的⾏動をとること 
・「わからない」という回答ばかりになっており⼤変申し訳ありません。会員個々に、それぞれ困難と感じ

る影響を受けておりますが、法⼈直接に、という視点ではまだ捉えきれておりません。 
今はまだ想像できていない課題の解決に向けて、当法⼈として何か取り組めることがあるといいなと思って

います。 
・法⼈の存続 
・来⽉より 
・事業所に⾏けないので、事業所の管理ができない。 
・仕事が休みになり、収⼊源になり、やりくりのメドが⽴たない。 
・集客が思ったように出来ない。 
・イベントの縮⼩によって観光客の集客が出来ない為、協⼒してくれる商店の資⾦不⾜ 



・対⾯サービスとしての感染予防や職員の感染を懸念している 
・外出、三密⾃粛により⽀援先の市⺠団体がボランティア活動をより実施しにくくなると懸念されます。 
・イベント等での移動販売をする⽅々・体験などのイベント開催の⽅々・宿泊・観光・飲⾷店等、主に⼈を

集めて事業をおこなっている⽅々の収⼊源が⼤きな問題となっています。今後より懸念されます。当
NPO の事業も、イベント等の開催を現在中⽌しており、今後の状況が懸念されます。 

・参加者の減少 
・通所する利⽤者の多くが精神の障害を持っているので、徹底を強いているコロナ対策が、今後精神の安定

にどう影響するか⼼配。特に先の⾒えない状況が。 
・ローカル（地域的）な情報・⼈との交流が薄くなり、情報孤⽴がおきます。視覚障碍者は 8 割の情報が

⼊らなくなります。医療分野等の緊急な情報を伝える必要があります。ボランティア努⼒だけでは⼿が届
きません。 

・6 ⽉に設⽴ 20 周年記念⾏事を予定している。開催できるか⼼配。 
・福祉施設の運営者である社会福祉法⼈等の経営への悪影響 
・親⼦での様々な体験や居場所作りがメインの活動のため、この状況下では活動が何もできない。活動がで

きないと、会員の減少につながる恐れがある。 
・訪問スタッフ(ヘルパー)が感染した場合の代替スタッフ確保。利⽤者が感染しケア利⽤が減少した場合の

資⾦繰り。 
・⾃粛ムードが⻑引きこれからの予約団体がキャンセルとなる。学校など教育委員会の⽅針で宿泊事業が中

⽌となる 
・活動地域が⾼齢者過多の地域なので感染拡⼤が⼼配。持ち込まないことに気をつけたい。 
・病院の受診、介護施設の利⽤等 
・イベント中⽌伴う宿泊・飲⾷・サービス業等の減収、美化活動等の中⽌・延期に伴う景観の悪化、福祉サ

ービスの縮⼩に伴う要⽀援者の⽣活環境の悪化 
・①デイサービスが封鎖された場合、⾃宅に引きこもることになる⾼齢者に対する様々な悪循環が懸念され

る。デイ封鎖⇒引きこもり⇒⽣活の不活発⇒介護度の重度化⇒在宅⽣活困難⇒施設受け⼊れ困難⇒介護崩
壊 

②通所系サービスの代わりに、訪問系サービス（訪問介護）にサービス移⾏があると思われます。その場
合、通常でも⽀援者（ヘルパー）不⾜で⼤変な状況であるのに代替えサービスにまで⼿が回るのか？懸念
されます。 

・休校で学校に⾏けなくなっている障がいのある⼦ども達、保護者が在宅で⾏き詰まっている。親⼦分離の
機会を提供したいが、昨今の感染拡⼤状況により、預かる時間を短縮せざるを得ない。保護者達の居場所
機能が果たせず、孤独と不安を感じている⽅がいる（と思われる）。 

・⾳楽家・イベント業・観光業・スポーツ業界・飲⾷業界などの職業の⽅等、活動など再開⾒込みが⽴たな
い為収⼊⾯で⼤きく減少してしまう。その為、業態⾃体の存続に影響が出てしまう。この状況をプラスに
受け取り、このような状況が、今後また起きることを想定し、資⾦⾯での保証やウイルスに対する対応策
等、考えるべきだと思う。 

 


