
今困っている事や、国や自治体への意見・要望など、何でもお書きください
・行き当たりばったりの政策をするな！
・PCR検査の早期実施
・持続化給付金再度の利用、オリンピック・大阪万博を中止してコロナ関係に資金利用
・公助にもっと意識を強化する事を強く望みます。
・政策公庫の返済期間を延長するべきだと思う理由は経済が弱り切っている為物が売れない
・これ以上加工品が減れば廃業しかない
・ロックダウンせな感染は収まらない
・インボイスの廃止
・今こそMMTを広めて消費税廃止を！
・給付金欲しい。手続きをもっと簡単にしてほしい
・不正受給する人の罰則を厳しくして欲しい！
・コロナで景気が悪く材料高騰で見積が合わない。
・ 融資受けれたのはいいものの返済していけるか不安である、国自治体としての方向性を早く明確に示してほし
い医療関係者の保護と増員を早急にお願いします手当の援助含めて
・ 売上減少により今後の経営の見通しはつかないです。飲食店の自粛が続くと保障の方ももっとしてほしいで
す。
・コロナ対策。総理やめてほしい。
・現場仕事への求人応募が少ない
・地方の施設へ入業制限があるので仕事が進まなくて困っています。
・給付金の公平性、飲食店だけでなく卸業者にも給付金を出してほしい、融資の無利子期間延長
・ コロナウィルス発生より1年、国、自治体がなすべき仕事は山ほどあったのに、営業自粛に応じなかった店な
どに過料をもうけるなどとんでもないこと罰則を与えるのはやはり選挙による政治家へ
・コロナの影響で印刷業界が大きなダメージを受けています。コロナ対策を充実して欲しい。
・売上の見通しが不安な中消費税、社会保障が負担です。
・前年度の売上で給付金を決められるのは困る！
・300万以下の低所得者に給付金の支給を行ってください、中小企業に補助金を増やしてほしい。
・早く普通に戻りたい
・ 再度の給付金支援、コロナの影響で予定していた売り上げがほとんど戻らない、維持継続に四苦八苦していま
す。
・ 個人消費は低迷の中、メーカーさんの仕事稼働不足が続いているので、在庫品を消化しきれないのが現状であ
る、何かの手を打って個人消費を高めるようお願いします
・一人で後々生活が不安になる。
・テレビで夜の街が悪いみたいで去年の４月以降まったくお客様が来ないし戻ってくるか不安
・消費税下げてほしい、もっと支援して欲しい。
・ コロナの自粛要請の為、東京の現場で仕事が決まっていたが、延期になり、今のところ見通しが立たなく困っ
ています。
・支援情報がリアルタイムで把握できない、わかりやすくしてほしい。
・コロナが落ち着きますように
・本人が入院して仕事の見通しがつきません
・色々な面において決断が遅いように思いました。
・給付金もう一度給付してほしい。消費税をゼロにしてほしい。
・元に早く戻ってほしい
・スナックで９時閉店は難しいです。
・ スナックの場合は７時からの営業ですが時短営業だと売り上げが少なく休業にすればさらに生活がしんどいで
す。
・売り上げ減少
・消費税を下げてほしいです。
・商売瀬戸際状況
・通常の営業時間を感染防止を守って営業したいと思います。
・鉄工業なので工場に来て機械を動かさないといけないのでコロナが流行してくると不安。
・売上の減少
・店を運営して行く事の支援が一番困っています。
・国はコロナ対策に1000兆を用意し、自治体に配布し、市民国民に寄り添った対策が必要だと思います。
・ 緊急事態宣言による営業時間短縮に協力してますが、飲食店と違って休業（時間短縮）の補助が無いので困っ
ています。
・引き続き今年も持続化給付金家賃支援をしてほしい。
・建設業界はある程度工期が決まっていましたが今後は激減していくと思います。建設現場はIT化は出来ない。
・新しい事業のための資金
・資金繰りが困難。至急持続化給付金等の第２弾をお願いしたい。

新型コロナ感染拡大による経営実態アンケート（全体）



・ 経済というのは全体でまわっているものです。一部を時短要請してもお金の周りは悪くなり結局全体に響くも
のです。日本の交通機関を期間を決めて覚悟をもって止めて短い期間で休業して経済を守ってくださいその方
が絶対ダメージが少ないです
・資金繰りが必要な為一日も早い給付で！！給付遅れで閉店になる。
・申請のIT化→年寄りには無理ですね勉強しますけど！
・先行きが見えない
・コロナ縮小への対策強化
・時短営業や自粛も要請するなら１にも２にも３にも保障協力金も一律より店の規模で決めてほしい
・通常のお客様が戻って来てくれるかが心配です。
・スピーディーにはっきりとした行動をして欲しいと思います。
・時短営業の影響は多大な損失
・再度の特別給付金配布
・復興税の撤廃
・取引先が減少したので収入も減少しました。
・収入が少ないのに、国保・介護保険料が高すぎる。
・給付金の追加支援お願いします
・子供たちが大変、学生援助して下さい。
・緊急事態宣言の発表で、卸小売が全く出来ない。
・ 奇々怪々の千万ウィルス。オリンピックの可不可、口が裂けても言えない！と強がる総括トップ。変異するウ
ィルス、まるで意思があるかのようにあざ笑う、裏をかく。蝶や蜂の如く舞って刺す。昨年中国武漢で始まっ
たのが3800人の余りの死亡で５月に終息したと。北京で時々陽性者出没。余命少々ボケずに元気さが多少あ
る間は恥ずかしくも私は生きる。
・資金繰りが難しい
・ 吹田市の国民健康保険料は他の市町村と比べてどうなのか。国民健康保険料と府市民税で利益の1/6になりま
す。
・また持続化給付金をやっていただきたいと思います。
・経営持続のお金
・ 安心して暮らせるように対策を整えて頂きたい。国民に沢山のお願いをするならまずは政治家の方々が手本に
なるような行動を！
・消費税の引き下げ
・今までは仕事があったけれどこれから先が仕事があるのか心配。
・中途半端な宣言では収束はおろか逆に増える可能性あり補助をやりながら（支援）が大切だと思います。
・仕事が欲しい
・貯蓄の切り崩しばかりなので今年度も給付金や国税、水道代電気の減免を必ずして欲しいです。
・再度の給付金があれば
・徹底的にコロナ対策に全力を挙げて一日も早い解決をして欲しい外国的な対策を望みます
・速くワクチンができますように。
・早くコロナが終ってほしい。飲食店も困ってるけど他の仕事も困っている所が多くあります。
・コロナの収束
・このままだとお店がやっていけない。コロナがおさまるまで給付金も考えてほしい。
・何も申請出来ない。社食はつらいな！
・ 先行きの見えない手探り状態が続き、不安でしょうがない。にえきらない政府の態度に頼り無さを感じる。リ
ーダーの後に誰がいる？
・時間短縮でお客が来ないから生活できません
・夜8:00までの営業だとお客さんがまにあわない。
・資金繰りが必要な為１日も早い給付で！！給付遅れで閉店になる。
・もっと融資を借りやすくしてほしい。
・国民の声を聞いてほしいです。
・ 家賃支援給付金、大家のサインなしでＯＫにしてほしい（事業主を支援する制度なのに大家のサインが必要な
のはおかしい）。時短協力金も一部で良いので先に渡すべき。もらえないかもしれない＆休業or時短の間、収
入がないのは現金商売の業者はキツイ。安心して休めません！
・お金がしっかり動くように考えてほしい。
・給付金の金額が少なすぎる。飲食店に死ねっていうてるもんや。国の対応が遅すぎる。死ねってことか！
・コロナ終り
・運営（売上げ減少）
・立替えの金額（家賃・レンタル料）がしんどいから早く支援金を給付してほしい！！
・コロナ感染対策を強め、無い時代にもどってほしい。
・ 年明けの１月は毎年10日前後に開店する為、今月急に緊急事態宣言で時間短縮又は休業になったので売上が
なくて、支払い（家賃、水光熱費等）に困っている。
・ このままコロナが治まらなければ休業や廃業も考えなければならないが、それでは食べていく事が出来ませ
ん。感染対策・予防も毎日していますが、お客様がなかなか来てくださいません。
・協力金が遅い、運転資金の限界
・申請にまつわる書類等の簡略化と実行スピード
・ 休業要請はやむをえないけど安全になり店にお客さんが戻って来るかな？と大変心配。なのに夜の店は危険と
風評被害！店は色々コロナ対策設備用具を整えています。



・早く新型コロナ感染が終わってほしいです。いつもの生活にもどりたいです。
・医療支援や持続化給付金の継続をお願いします
・ 大阪市（西区）への時短要請に従って、12/16より21:00までの営業を続けてきましたが、その際、時短期
間内に感染防止ステッカーを発行・掲示すればいい（飲食店はそうだと、どこかのサイトで読んで）と思い、
12/24より掲示しましたが、先日、BAR等の飲食業は、初日より必要だという事を知り、12/16～12/29ま
での協力金（76万円）がもらえないことを知りました。きちんと確認していなかった自分の落ち度はありま
すが、飲食業の種類の内で、ステッカー導入の日の扱われた方の違い等、不満を感じています。時短をまもっ
ていたのですが、何か良い方法はないでしょうか？
・支援金申請後の対応、早くお願いします。家賃は先家賃なのでそれまでが苦しいです。
・今の政府のやっている事に理解できない
・感染防止対策の費用の支援を頼みたい事。協力金の受取をスムーズに。
・時短要請の為、休業しているので収入がゼロで支払いが出来ずに大変です。支援金も申し込んでから遅いです。
・時短要請のためお客様がないので（家族連れのお客様が）、飲食だけでは生活ができない。
・資金繰り、雇用の人の生活面
・早くコロナがおさまりますように
・時短や休業で固定費の支払いも厳しい現状です。
・預金（少し）は減少・なしになり、生命保険の貸付して質素に生活しています
・いつ営業できるか、見通しがなく不安
・コロナ予防接種の早期対策
・早くコロナを終わらせて！
・売上の減少（コロナの為）
・売上の減による生活困窮
・消費税、税、社会保険料の減免
・給付金の追加支援してほしい
・ （売上が）毎日の仕入代にもならない日が続き、仕入代が困る日がある。給付金の追加支援は必須です。よろ
しくお願いします。
・給付金などのすばやい対応
・ 通常営業が夕方までなので、今回の時短要請の対象にならないが、緊急事態宣言のため客はこない。コロナは
夜だけではないと思う。その様な飲食店にもキチンと補償してほしい。
・ 時短の給付金で半年位は安心ですがその後の営業状態が心配。飲食店の客ばなれが今後心配。その為、廃業が
心配です。
・ 売上、仕入れの減少とパート代金でこの先が不安です。老夫婦なので。サラリーマンの方々は会社で当店への
来店を禁じておられる企業もありますので。民商への相談で何とかがんばっておれます。
・コロナの完全終息
・追加融資を希望
・ 取引先の銀行から融資を断られて困っている（条件変更をしている会社だからだそうです）。条件変更をして
も今月ちゃんと返済している。
・PCR検査をいつでも、どこでも、何度でも受診できる事を望む！医療機関への補助を大々的に行なえ！
・ 誰もがもらえる給付金（前回の持続化給付金）みたいな物をぜひやってほしい。支援制度になかなか該当しな
い人も多いと思うので。
・持続化給付金、なくなってきました。もう一度下さい！
・再度、持続化給付金を
・国としてコロナ対策を優先し、一日も早く終息してほしい。
・インボイス制度は廃止して欲しい。
・給付金の支給、保険料減額
・仕事が少ない。借りてもはらえない
・去年より今年が大変です。今年も、色々と助けてほしい。
・消費税、国保の引き下げを望みます
・ 活動が停止している事、仕事の活路が見つからず袋小路に入ったような感覚です。叶うなら、給付金が出る事
を望みます。人が人として生きる事の出来る、世界になってほしいです。
・とくに飲食関係の業者さんに、柔軟な対応で給付金を思い切って、第二次を検討して欲しいですネ。
・固定費やローンも支援してほしい。電気等の料金の見直し。
・減税、コロナによる仕事減少で困っています
・国の言っている事がおそい。
・ 家の（マンション）賃借料が高額なので安い府営住宅等に移りたいが、会談が登るのが困難な為にエレベータ
ーのある所か一階部分を借りたくて捜しているが何かなかみつからない。
・給付金を平等になるように
・仲間が辞めていくと仕事がまわらなくなってくる。なんとか辞めなくていいようにしてほしい。
・給付金追加
・おそすぎる。持続出来ません！
・持続化給付金の再度給付
・早くコロナが終息できる為にも、ワクチンを早く受けさせてもらいたいです。
・ 末端の飲食店ばかりに給付金支援がありますが、その飲食店に納品している業者もかなり厳しい状況の中、給
付金を受けれない状況を見直してほしい。もっと色々な多種に渡って、困ってる会社は多いと思う。色々な業
種も支援が欲しい。



・売上げ減少の為資金繰が大変です
・ 大阪府、市のコロナ対策が全く不十分。そもそも何をやっているか全く見えない。ただ大阪市の権限を売りと
ばすことに熱中していることに怒り心頭！
・製造業にももっと手厚い援助が必要。税金の減免・免除をもっとしてほしい。
・介護保険を長く払い込んでいるが使用していない、そんな人に対しての保険料の減額を検討してほしい
・ 緊急事態宣言でお店が休みの所が多く、花がいらなく（売れなく）なった。周年祝いとか誕生日祝いがなくな
った。
・国に要望。PCR検査を無料にして皆が受ける体制にしてほしい
・30％でも給付金出して欲しい
・PCR検査をもっとやって欲しい。料金もお安くして欲しい。
・本当に困っている人に渡る給付をお願いします。
・飲食業だけの給付だけでなく、各業種にも給付金を出してほしい。
・セイカツがしんどい
・GO TOよりコロナ対策、医療従事者への支援をお願いします。
・ 仕事が出来るうちは、家賃を払っても生活出来るけれど、年金収入だけでは、家賃を払うだけしか出来ないの
です。
・PCR検査の拡充強化
・ 鉄筋コンクリートの小規模マンションを親から引きついだが、テナントが減少すれば廃業したい。解体工事に
どのくらい（費用が）必要かを悩む
・コロナでお客さんが減る
・６月の動物愛護法改正に不満がある。
・ 国には、50万円の（各個人や外国人にも）援助金（給付金）を出して、人々が生活を出来る様にすべき。コ
ロナは２年～３年はかかる（1918～1920（大正８～10年）のスペイン風邪の様な状態が続き、世界的な経
済の落ち込みが今後出て来ると思う。
・ 消費税の減免は手間も費用も不要で、全国民に効果あり。是非実施してほしい。持続的な給付金支給、生活イ
ンフラ対象の公共工事を発注してほしい
・もう少し、頑張ってほしいです。
・金出せ。
・公助でやれ
・自己責任ではいけません。本来の公助する対策をして下さい。
・事業縮小を余儀なくされたが、家賃支援金や雇用調整助成金が延長されたらよいと思う。
・特にありませんが、今後得意先からの受注が減少するのは必至。
・再度、定額給付金もしくは持続化給付金の支援策の実施を願い（これは国民の全てが希んでいると想う）
・現場キャンセルが多い
・商店全体に！支援を！
・ 第１波より感染拡大が拡がる中、このままでは中小業者は生きて行けない。もっと国、府、自治体の給付が早
急に必要。又、PCR検査も国でしっかりと予算を付けて、まずは医療従事者、介護従事者に、そして全国民
にすべきと要望します。
・さきが見えない。資金が大変です
・仕事が出るよう
・自粛が多すぎる
・教室・ジム等向けの支援を増やして欲しい
・コロナ中だけでも消費税の減税をお願いします。
・公平であるべき税制の見直し、消費税の減税～廃止へ。感染症に対しては社会的検査をすぐに実施して下さい。
・インボイス困ります。
・住宅ローンの一時棚上げ・負担を自治体にもとめたい
・仕事が順調に回れるだけの仕事の確保を国や自治体が手配してほしい
・飲食業のみに関わらず他業種への支援、給付を早急に対応して下さい。
・消費税減税をしてほしい
・ 飲食店・医療従事者ばかりではなく、私たち（露店商）は花見・花火大会・初詣などでの出店が出来ず困窮し
ています。もっと幅広い支援策を考えて下さい。
・給付金の追加支援を願います。
・体調不良
・ 年金もらっているので、店を開けているのは正直こわい。理美容業界もお客様に接するのが近いので、いつか
かるかと思うと休業したい。生活のために完全予約制にしてなんとかがんばっているが、飲食店以外にも補償
してほしい。又、感染対策にはお金が必要。ステッカー導入というのなら補助金制度がほしい。
・税金→減税をしてほしい
・税金が上がらないのか不安です。
・日々の生活のこと、いちばんは消費税なくすこと。国民ひとりひとりがみじかに毎日たすかる。
・何はさておいてコロナの一日も早い収束を！
・固定費の補助
・消費税がなくなる（５％にする）用にお願い
・持続化給付金の再給付をお願いします
・幅広いサービス業に対しての支援
・コロナにかかった時の対応が不安です。



・ 国が外出自粛を求める中、各種事業の継続を望むのなら、強力な追加支援か公的融資の追加に応じて頂きた
い（2020年７月後半にGo Toトラベルが開始された様に昨年夏までにはコロナ禍が終息すると思っていまし
た。再度の緊急事態宣言に対応する力はあまり残っておりません。未曾有の危機の今、税金を投入しないのは
納税者に対する裏切りだと思います。
・子育て世代への支援
・消費税を減税してほしい。雇用調整助成金の延長をお願いします。
・協力金まだですか？
・病院通いが多くその費用が多すぎる。（毎月）保険料がもっと下がるようにして欲しい。
・50％に２～３万オーバーでダメだったので残念
・コロナに感染してもすみやかに見てもらえる体制を作って下さい
・近くにあった企業の移転で客が減ったところにコロナなので大変です。給付金等の支援が欲しいです。
・景気回復、コロナ対策
・ 仕事が減っている（本来の仕事）。ヘルプなどでなんとか繋いでいるが、雇用が大変。従業員の生活を守るた
めにも雇用調整助成金の継続を願う。そのために普段から高い雇用保険にも加入しているのだと思う。
・ 飲食店や入院拒否者に罰金をとるのだけでなく、未だにマスクを着けずに外に出ている人に対してマスクなし
で外に出ないように条例を作ってほしい。マスクなしでスーパーなどに来て平気で店員に話しかけている。い
くら店側が感染対策をしていてもいい加減な人がいては無意味。オリンピックありきのワクチンは怖すぎる。
メリット、デメリットをきっちりと公表してほしい。今の政府では後々何かあっても「エビデンスがない」と
言って責任逃れしそう。また、介護従業員の接種を医療従事者と一緒のレベルにしてほしい。デイケア等で働
いている人たちもピリピリしている。
・本当に困ってる人に早急に給付金を届けてほしい
・困っているのは飲食業だけではない！
・令和２年12月から売上が減少しているのですべての給付金制度を令和３年度中までのばしてほしい。
・売上が減り、お給料が取れない月もあり、大変苦しいです。
・現在借りている融資を一定期間返済猶予してほしい。
・飲食店の時短で毎日の夕食の支度がとても大変です。
・取引先の糾合、時短で影響があり、飲食店だけでなくクリーニング業も支援していただきたい。
・減税を強く望みます。
・持続化給付金のサイトの修正依頼の説明がわかりにくい。（入力を）間違えて、修正、訂正ができない。
・ 飲食関係ばかりの補助で、電気工事業も全く仕事が減っているのに、100万円の１回きりの支援では全く足
りない。業種に関係なく支援を考えて頂きたい。
・給付金の追加
・時短・休業協力金が遅いです
・長期間の休業や時短で客足が戻るか不安
・給付金等に税金をかけるのはやめて下さい
・オリンピックやめてほしい。カジノ万博やめてほしい
・消費税の廃止、売上３千万以下の消費税の免除
・助成金の申請が大変でプロの方に頼らなくてもできるようにして頂きたい
・国保・保険料の減額
・イメージダウン、風評、ミナミ、治安、風紀、向上願います。
・給付金の追加
・ 2020年４月から居酒屋のお客様の数が少なくなり、弁当にかえたのですが両立もむずかしく、売り上げも減
少するばかりで、困っています。
・緊急事態が出てから客が大変減り困っています。健康保険が高すぎます。
・４月からの緊急事態により５月～11月までお客さんが戻らず、売り上げが減少し続けた。
・給付金を追加で支給してほしい。
・得意先の公共事業が減り、仕事が回ってこない。持続化給付金をもう一度受けたい。
・ 仕事が少ない時にパートやアルバイトの人に休んでもらう時に賃金の80％の支払が必要。そんな時は当然赤
時になる訳だから逆にいい方法を教わりたい。
・税金を上げないで欲しい
・手続が複雑で、高齢者は足を切られているように感じる。
・感染をとにかく抑えて欲しい。こちらが外へ出られない。
・資金不足、給付金の拡大、増額。
・持続化給付金の追加必要。消費税減免。
・仕事が大幅に減少している。
・人材不足。募集しても人が来ない。
・平等に支援してほしい。
・ 子供の扶養家族となっていますが、子供の仕事が減った為給料に響いて月々が大変です、親としては情けない
状態ですが、どうにかならないかと思うばかりです


