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2020.4.1～4.30（第2次集約）非正規労働者の権利実現全国会議

（1）
年齢

（2）性
別

（3）勤務形態 （4）業種

（5）新型コロナウイルス

対策によって仕事・勤務
内容にどんな変化があり
ましたか?

（6）（5）でのご回答について、勤務状況の

変化をより具体的にお書きください

（7）（5）でのご回答について、生活への

影響についてお書きください

(8)お住まい

の都道府県

273 
50代 男性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

病院のレス
トラン

自宅待機・勤務時間
の減少

来週月曜日から閉鎖に 補償があるか心配 埼玉県

274 40代 男性 派遣社員 飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

フルタイムだが日数をへらされた 時給が低いので生活が不安 東京都

275 

30代 その
他

フリーランス
（委託・請負
等）

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

これまでは週4の勤務だったが、週1
午前のみの勤務になった。

定期券を持てなくなった、パー
トナーに多めに負担がかかって
しまうこと、先が明確でないこ
とに対する不安がある。会社の
休業補償期間も終わってしまい
、国の補償を早急に進めてもら
いたい

千葉県

276 

20代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

予定されていたシフトが大幅に変
更され、収入予定額が4割ほど減少
した。

生活費の減少により、家賃の支
払いが出来たとしても、手元に
残るお金が少なく、健康を維持
できる最低限度の生活を送れる
見通しが立たない。半年後にあ
る大型実習のために実習費用を
貯める予定だったが、このまま
では到底費用が貯まらず、実習
に参加出来なくなり学業に支障
が出てしまうことが懸念される

山形県

277 

30代 男性 派遣社員 リゾートホ
テル

自宅待機・勤務時間
の減少

平均・25日勤務180時間程度の労働

時間が、17日勤務110時間程度に減
少しました。

ギリギリ生活出来ますが、今後
の状況次第では生活すら危うい
です。観光関係の仕事の為、宿
泊客がいなければ仕事にならず
、今後、海外からの旅行客の減
少により観光業全体での勤務が
危うくなる可能性を危惧してい
ます。

三重県

278 

40代 女性 派遣社員 小売 自宅待機・勤務時間
の減少

土日が臨時休業になり勤務日数が
減った。

休みが増えるので給料が減る。
休業手当は出してもらえるが、1
日5千円にも満たない額で生活
が苦しくなるのは目に見えてる
。
今後、半月程度の臨時休業もあ
り得るかも？という話も出てい
て、そうなると休業手当だけで
は生活出来ない。

千葉県

279 40代 女性 派遣社員 公務公共サ
ービス

解雇・雇い止め 東京都

280 

40代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

イベント関
連

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

2月末から全てキャンセルが続いて
いる。受注現場日数との割合でキャ
ンセル日数を計算すると、3月は結

果マイナス94%、4月は1日時点で見

込マイナス92%だがギリギリまで
引っ張られて全てなくなるのでは
ないだろうかと予想している。5月
はGWがキャンセルになったがその

あとはまだ未知数、6月分もいくつ
かキャンセルが出ている。公共のホ
ール等の方針がコロナでのキャン
セルにはキャンセル料を取らない
方針となったため我々のキャンセ
ルはギリギリまで引っ張られる傾
向が出てきている。

療養中の妻と2人暮らしで、家賃

(14万1千円)光熱費・食費・医療

費等の生活維持には最低でも25
万円程度が必要だが、三月の収
入は7万円程度、4月は収入0円に

なりそうな見込み。
私のようなイベント関連業務の
従事者に対する扱いが酷すぎる
。海外と比べて補償が低すぎ、
10万円とか30万円をもらっても
解決にならない。

大阪府

281 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト, フリーラン
ス（委託・請負
等）

コールセン
ター、デザイ
ン系

子どもが家にいるた
め働けない, 仕事の
キャンセル、請負・
委託の解除

子供の預け先がないため、欠勤にせ
ざるを得ない、または請け負った仕
事の遅延

収入減、これ以上収入が減ると
生活できないため、休みたくて
も休めない。預けて働くことへ
の罪悪感。新たな子供の預け先
への支払いによる支出増。また
、預け先が見つからなかった時
の仕事の遅れによる信用失墜。

北海道

282 

40代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

レッスンが2月末から4月末迄休講

になり、その間無報酬

生活できません。とにかく現金
が必要。このまま休講が続いて
しまうと死活問題

愛知県

283 50代 男性 派遣社員 製造業 解雇・雇い止め 受注減により解雇 家賃が払えず退去の指示あり。 青森県

284 
40代 女性 契約社員（フル

タイムの有期
雇用社員）

建設業 解雇・雇い止め 妊娠を報告したところ契約満了を
待たず契約終了

産休まで3か月あるが次の仕事
が見つからない。保険や税金が
払えなくなる。

東京都
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年齢

（2）性
別

（3）勤務形態 （4）業種

（5）新型コロナウイルス

対策によって仕事・勤務
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ましたか?
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の都道府県

285 40代 女性 派遣社員 接客 解雇・雇い止め 契約更新なしとなった 転職活動ができないのでしばら
く無収入になる予定

福岡県

286 

50代 女性 派遣社員 製造 今のところ変化なし 今のところ変化なしだが、もし
就業先で感染者が出た場合、し
ばらく休業になる可能性がある
のでその場合の派遣元の保証が
あるのか、明確ではないので心
配です。

大阪府

287 

50代 女性 派遣社員 物流 正社員は在宅、派遣
社員は出勤

食品等の物流関係なので逆に業務
が増え連日残業です。正社員はテレ
ワーク（在宅勤務）へ移行または当
番で出勤。派遣社員はテレワーク不
可で出勤。

残業続きで日用品などが思うよ
うに買えません。売り切ればか
りです。割高でも外食や持ち帰
り、通販に頼るなどして無駄な
出費がふえました。非正規はな
ぜ出勤しなければならないかわ
かりません。
ストレスと不安などで眠れませ
ん。毎日緊張してます。体調不
良です。なぜ？と叫びたいです
。

東京都

288 

50代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

通訳・翻訳 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

確定していた仕事がキャンセルに
なり、数十万円単位の収入減少とな
った。

貯蓄があるため、当面は持ちこ
たえられる。

千葉県

289 

40代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

デザイン系 テレワークの推進 自宅のMac（低スペック）での作業
のため、作業時間は大幅に増えるが
、残業は基本なしと言われ、サービ
ス残業が増えた。また、出社すると
在宅組で強気で残業をしない人の
しわ寄せで、残業がふえた。

仕事の時間は伸びたのに、給料
は増えない。というか、減ると
思う。

大阪府

290 50代 女性 派遣社員 物流 今の所、何も変化は
ない

子供が学校休みなので、食費が
かさむ。

埼玉県

291 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

通訳・翻訳 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

繁忙期4月の依頼は全てキャンセル
。オリンピック延期に伴い一か月間
フルタイムの仕事のキャンセル

本年の予想年収の三分の一強の
マイナス。今後、訪日観光客が
戻らない場合生活保護レベルま
で落ちる可能性大。助成金の話
もあるが、契約書があるような
業務ではありません。依頼決定
と当該依頼のキャンセルのメー
ルで効力のある（補助金の申請
等）書類として認められるのか
心配。

東京都

292 

40代 女性 派遣社員 IT関連 解雇(コロナと関連性
はないが理不尽な解
雇）とその後の就職
難

コロナのせいで、仕事数が減り、進
んでいた案件がなくなったりして、
就職活動に支障がありました。半月
無給になりました。

やっと見つかった仕事は短期で
、時給も下がりました。リモー
トで仕事ができないためのサポ
ートなのに、時給が安いため、
金銭的にも精神的にと負担はあ
ります。

大阪府

293 

40代 女性 派遣社員 公務公共サ
ービス

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

3/25〜4/7までの期間の派遣だった

が、4/6,7の仕事がなくなった。(給
料は出る)

突然決まって驚いた。次の仕事
を探すべきか、コロナが収束す
るまで失業保険で過ごすか悩ま
しい。

福岡県

294 

40代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

占い師 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家

にいるため働けない, 
仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

決まっていたイベント出店は全部
キャンセルです。

収入が０になりました。生活費
が足らず困り果てています。

東京都

295 

40代 女性 派遣社員 公務公共サ
ービス

自宅待機・勤務時間
の減少

社員、派遣社員含み時差出勤、自宅
待機のシフトが組まれている

自宅待機が保証されるので安心
している。4月以前に働いていた
派遣先と派遣の営業からは保証
をしないと言われていたので本
当にホッとしている。ただ、今
は保証されているが今後不景気
につれ解雇されるのではないか
と不安である。

東京都

296 

50代 女性 派遣社員 保険業 自宅待機・勤務時間
の減少

50%の出勤。

自宅待機の場合6割支給。

生活が苦しい。４/7の緊急事態宣

言により、8日からの自宅待機は

10割支給となった。派遣にもテ
レワークがあるといいのに。

埼玉県
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の都道府県

297 

40代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）, パ
ートタイマー
・アルバイト, 
フリーランス
（委託・請負
等）

調査研究 解雇・雇い止め, 仕
事のキャンセル、請
負・委託の解除

3月末で契約更新打ち切り 収入が半分以下に減る 埼玉県

298 40代 女性 派遣社員 製造 今の所変化無し 今の所変化無しですが今後が心配
です

福島県

299 40代 男性 派遣社員 公務公共サ
ービス

業務量減少 従業員はリモートワークだが、派遣
社員は認められない

新宿勤務のため、感染リスク、
心理的恐怖がある。

東京都

300 

40代 女性 派遣社員 飲食・小売 変わり無し 自身の業務は通常と変わり無しで
すが正社員の在宅勤務の影響で業
務のボリュームが増えた

80代の両親と同居なのでコロナ
の感染リスクを避けたいものの
、派遣先は正社員のみリモート
で派遣は環境を整えてもらえず
通常出勤。派遣元も休んでも補
償はなしなので、いたしかたな
く出勤。

東京都

301 
50代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

小売 解雇・雇い止め, 仕
事のキャンセル、請
負・委託の解除

1月単位だったので仕事の依頼がな
い

収入がない 神奈川県

302 

30代 女性 派遣社員 製造業 毎朝の体温の申告 朝体温が37度台だった場合休む事
と、途中で熱が上がった場合もすぐ
退社という取り決めの他は、通常通
り。

特に影響はない 東京都

303 
50代 女性 派遣社員 不動産 本人には変化なし　

社員のみシフトワー
ク

特に現状は変化なし 勤務先の人数が少ない為、精神
的に不安にはなる。

大阪府

304 

40代 女性 派遣社員 飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

都の緊急事態宣言を受けて職場が1
ヶ月程休業（自宅待機）になった。

休業手当は出るが給料は半減す
る。元々ギリギリ生活出来るぐ
らいの額しか貰ってないため貯
金も無く、このままでは生活が
出来ない。休業は緊急事態宣言
が解除されるまでとなっている
が、1ヶ月で済まなかった場合、
更に休業期間が延長されること
も考えられ先が見えず不安しか
ない。

千葉県

305 

40代 女性 派遣社員 ソフトウェ
ア

自宅待機・勤務時間
の減少, 8月で契約は
終了するので、次の
職の顔合わせの予定
があったが、キャン
セルになり、案件自
体も白紙になった

8月までは契約がありそうだが、そ
れも今後の会社の業績次第で解雇
になる可能性も否定できないが、次
の仕事の顔合わせが白紙になった
ことにより、解雇後の職があるかど
うかわからない。

神奈川県

306 

30代 女性 派遣社員 卸売 解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

2/28〜3/15は派遣社員は自宅待機
指示（派遣先正社員、契約社員は在
宅勤務）。部署によっては派遣社員
も自宅待機でなく在宅勤務可能と
した。

3/16より派遣社員全員が原則在宅
勤務、必要に応じて出社に変更。

給与の減少。
自宅待機期間中は派遣会社の案
内に従い4日分は有休を振り当

てたが、有休が足りない6日分は

時給×6割の休業手当となった。

また3/16より派遣社員も在宅勤
務となったが、必要に応じて出
社する場合、派遣先より時差通
勤（11:00出社/16:00まで退社）を
指示されたため、就業時間が短
くなり給与が減少した。3/31を
以て契約終了。派遣会社より次
の仕事の紹介がない。

東京都

307 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

イベント関
連

自宅待機・勤務時間
の減少

ほぼ毎日休み 収入がほぼゼロになりました。
来月からの家賃諸々の支払い全
てにおいて不安で死にたくなる
。

埼玉県
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308 

40代 女性 派遣社員 機器メーカ
ー

自宅待機・勤務時間
の減少

週5日8時間で契約し就業しました
が、緊急事態宣言翌日に「社員はリ
モートワーク、派遣はノートPCを

準備できない為自宅待機(休み)、週
2日ローテーションで出勤」と言わ
れました。

「自宅待機(休み)の補償はどうな
るのか」の説明が「国の指示に従
っての事だから(派遣先が原因

での休業ではないから )ウチが
派遣さんに補償のお金を払うの
はおかしな話だから今派遣会社
と話をしていて結果は来週」と
言われ、わからないまま週2日の
スケジュールを組まされ休業に
入りました。補償がなければ8万
円以上の減収、60%の補償でも4
万円の減収で、家賃が払えない
。

福岡県

309 40代 女性 派遣社員 製造業 解雇・雇い止め 次の仕事が決まらない。働けず
収入が無くなる。

大阪府

310 40代 女性 派遣社員 金融 特になし 金融なので緊急事態宣言後でも普
通に出勤となった

都内勤務なのでいつコロナに掛
かるか不安

埼玉県

311 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 正規職員が時短とな
り、仕事が自分に回
ってきて仕事量が増
えた

休憩が取れない。ひっきりなしに患
者対応。疲労とストレスがたまる

神奈川県

312 

60代
以上

女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

清掃業 自宅待機・勤務時間
の減少

収入が減った。補償があればす
ぐにも休むけれど、現状では感
染の危険を感じつつも出勤する
しかない。

東京都

313 

40代 女性 派遣社員 専門サービ
ス業

自宅待機・勤務時間
の減少

補償(10割か6割か)額が決まってい
ないのに勤務は続行

体調不良で自宅でも横になって
いる。6割補償だと働く意味がな

い。失業保険が3ヶ月後でなくす
ぐに欲しい、それで仕事を探し
たい。

東京都

314 30代 女性 派遣社員 通信系 休暇日の変更など 埼玉県

315 

30代 女性 派遣社員 旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

毎週3日程度の休業日が設定されて
ます。

テレワークできないが休業日で
も給料が保証されますので特に
困りません。

東京都

316 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト, フリーラン
ス（委託・請負
等）

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

フリーランスの仕事はなし（カルチ
ャーセンター休業、イベント自粛、
教室外出自粛の為開催できず）、非
正規の仕事は日数減少（週3日→
1日）

収入が少なく、暮らしていけな
い。貯金を切り崩す毎日。平時
から、非正規に対する賃金や生
活の保障がなさ過ぎます。

東京都

317 

50代 女性 派遣社員, パー
トタイマー・
アルバイト

医療・福祉 忙しくなった。派遣
先が混乱している

2年毎の見直し時期とコロナがかぶ
り社内に緊迫感がある

埼玉県感染増加中。急に体調悪
くなったらどうしようと不安。
派遣元が無関心で派遣先の方に
うつしても休んでも迷惑をかけ
てしまうと悩んでいます。。

埼玉県

318 

40代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

私自身がフリーランスであり、また
同じようにフリーランス仲間と一
緒に仕事をしているので立場が微
妙ですが、このような天災に準じる
ような非常事態の場合は雇う側も「
やむを得ない」点が考慮されなけれ
ばおかしいと思います。今回のよう
な非常事態時には、例外として特別
な対応があるべきでは、、、と思わ
ざるを得ません。

滋賀県

319 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト, フリーラン
ス（委託・請負
等）

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

3月から全国規模の試験実施が次々
と中止になり、直接登録していた試
験運営会社で採用が決まっていた
試験監督の業務が全てなくなり、今
後の試験実施の見通しも立ってい
ない。

収入がゼロになり、国民年金、
国民健康保険料、ケータイ代等
の支払いが困難になりそう。一
律10万円給付の後は、大幅な収
入減となった非正規雇用者など
を対象に30万円を追加支給して
ほしい。

京都府

320 

50代 女性 派遣社員, 業務
請負での派遣
社員

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

週3日〜4日の勤務が週１勤務に変更

となりました。
そんな中で、派遣元より、別の部署
の前期閉鎖が決まり、そのスタッフ
達がかわいそうとのことで、私の職
場に受け入れ要請があり増員とな
りました。他人との接触8割減と言
われてる中で、逆行した事が職場で
おきてます。

収入が減り、生活に工夫が必要
になったぐらいで、今現在は特
に影響はそれ位です。

京都府
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321 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

3月は契約の半分出勤 時短勤務

4月は完全休業

5月も多分、出勤は社員優先で完全
休業になると思う

逼迫 生活費に困っている 埼玉県

322 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連の
事務

自宅待機・勤務時間
の減少

お客様が減っているので，する仕事
がなく，勤務日数，勤務時間が減っ
ている。

おそらく来月の給料は通常の半
分以下，実家暮らしなので当面
は大丈夫だが，年金や携帯代等
自分で払っている。固定の支払
いが払えるか心配。来月以降は
貯金を崩すしかないかもしれな
い。お店自体も持つか心配。も
しお店がつぶれてしまった場合
、収入が０になってしまう。そう
ならないようお店への補償をし
っかりしてほしい。

京都府

323 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 現状維持だが予断を
許さない

介護施設での罹患が噂されるよう
になってから、「かかったら会社が
つぶれる」とか「休業になったら他
を探して」と圧を掛けられている

緊急事態宣言以降いきなり休業
するかもしれないし、無症状キ
ャリアかもしれないので高齢者
に接するのが怖い

京都府

324 

30代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

音楽関係 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

演奏会の中止に伴うお仕事のキャ
ンセル、緊急事態宣言を受けての音
楽教室閉鎖によるレッスンキャン
セル

殆どがキャンセル料ゼロで、ほ
ぼ無収入になりました

大阪府

325 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家
にいるため働けない

4月まるまる待機 子供の習い事等の支払いに困る
。休校時の国への補償申請も手
続きが面倒なのか出してもらえ
ない。
少しでもいいので休業補償等出
してもらえれば助かります

京都府

326 

30代 女性 派遣社員 重工業 次の仕事が探せない 理由不明の雇い止め(恐らくコロナ

の影響でない)で無職。コロナの影
響により仕事が探せない。コロナと
年度末との理由で離職票の交付の
遅延しているとのこと。年度末の雇
い止めで離職票は5月に届く予定と
のこと。

せっかくためた預金を取り崩す
しかない。一人暮らしのため家
賃などの支払いに不安あり。

東京都

327 

50代 男性 派遣社員 IT関連 出社強要 休みたいが出社を強要されている。
しかし社員はテレワークや自宅勤
務

感染が怖いが通常勤務をしてい
る。自宅勤務するならカメラを
付けて監視させろと言われた。
もちろん社員はそんなことはし
ていない。

東京都

328 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

週5日運営が、現在週4日になり来月

は週3日になる

収入減少
会社は委託している側が休みに
なった場合は有給休暇で休みに
させる。有給休暇は個人の為の
休みであるはずなのに、納得が
いかない。

埼玉県

329 

60代
以上

男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

4月から高齢者雇用継続で雇用形態

がパートになり収入が3分の1にな

ったが。来月度から週3日でよいと

言われ、元の収入の6分の１以下に
なる。

全く生活できない。
アルバイトなので休業補償は全
くなし。正社員は雇用調整助成
金で9割出る。アルバイトも前月
（コロナ影響前）の金額の何パー
セントか助成してほしい。

京都府

330 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

小売 解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

経営難により希望退職者の募集が
あった(特別退職金が支払われると

の内容)。応募し受理されたが、その
数時間後に、アルバイトは特別退職
金支払いの対象にはならないとの
電話があった。退職を撤回しようと
したが、すでに受理しているから撤
回できない、「退職金が出るから退
職すると言う事にガッカリした」と
言われた。

支給されるはずの退職金が出な
い場合は、先行き不安な世界の
状況下で生きていくうえで非常
に困ること。

大阪府

331 

20代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

勤務時間減少しました 給料減少でお金を節約している 北海道
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332 

40代 女性 派遣社員 物流 派遣は30分の時差出
勤。社員は在宅や半
在宅で昼から出勤な
ど。

会社には毎日社員が交代で1人か2
人。派遣は毎日出勤。

自己都合での休業には保証が出
ないため、毎日怖くても電車に
乗らなければいけなく、空いて
るとは言っても隣に人が座る程
度には混んでる。そのおかげで
家族も感染リスクが上がるので
精神的に辛い。コロナにかかっ
て死ぬか、餓死するかの2択しか
ない。

東京都

333 
60代
以上

女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

小売 自宅待機・勤務時間
の減少

会社からの連絡一切なし 5月分の給料が激減で生活でき
ない。夫も無給、自宅待機がい
つまで続くのか。

東京都

334 

30代 女性 派遣社員 メーカー 自宅待機・勤務時間
の減少

4月～5月6日まで自宅待機。休業補

償については、社員は8割、派遣社

員は最低6割ときいている。
・正社員はリモート勤務可だが、派
遣社員はリモート勤務不可。出勤か
自宅待機しかない。
・本社にて就業中の派遣社員が勤
務しなければいけない場合には、他
県の工場に出張して業務を行うよ
うに正式に社内発表があった。

収入が減った。 大阪府

335 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家
にいるため働けない

①保育園補助の職場は電車通勤、妊
婦ということもあり、感染リスクが
高く、シフトに組めないから休むよ
うにと言われた。
②接客の方も、お客さんがいないの
でオープンはしていますが社員の
みで回せるそうでパートやフリー
ターはほぼ勤務していません。

保育園補助は4月頭から休むよ
うに言われているので収入はあ
りません。接客の職場が週に1日
のみです。収入がほとんどあり
ません。
妊婦なので検診や出産費用でお
金がいります。出産前後は仕事
も行けないので今のうちに貯金
をしておきたかったのにそれが
できないので、今は貯金があり
ますが出産直前になり貯金が底
につき、生活ができなくなりそ
うです

大阪府

336 
40代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

学校給食調
理

自宅待機・勤務時間
の減少

パートのみ休み(自宅待機)で手当な
し

子供たちが休校で食費が掛かる
のに収入が今月来月とないので
生活がキツい

愛知県

337 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

ホテルは６月末まで閉館、博物館も
無期限閉館のため休業し、働けない
。

今月の収入がゼロ 京都府

338 

20代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

2月末の一斉休校要請に伴い、3月1
〜16日まで全授業実施せず。(1〜8
は全校舎休業、9〜16は通常授業は

行わず社員による自習対応のみ)。4
月の首都圏含む緊急事態宣言によ
り、4/8〜5月連休中まで全校舎休業
となり、授業出来ず。

実施できなかった授業が多数あ
り、実施コマ数の合計での給料
計算となるため、4月給与が2割
、5月は8割減の見込み(4月1〜7
日に実施した授業あり)。会社に
休業期間分の賃金補償の有無を
確認したところ、「雇用形態が非
正規であることと、休業理由が
会社自体に非がある訳でないの
で休業手当の支給はなし」とい
う回答だった。既に生活が厳し
いですが、今後もこの状態が続
くとキツイです。

埼玉県

339 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

2ヶ月前くらいから、シフトを削ら
れてる。同じブランドでも店舗によ
ってスタッフ数が違いフルタイム
バイトが多い自店では多い人で１ヶ
月40時間ほど少なくされてる

収入が減り、貯金もできないく
らいなので１ヶ月後は無収入で
正直家賃と光熱費で終わってし
まう。

神奈川県

340 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

人件費削減の為にシフト数が減ら
された。
コロナ流行前に退職意向を伝えて
いたが、クリニックが繁忙期の為、
一旦保留になっていた。コロナ流行
し始め転職も難しい状況になり退
職日を取り下げを依頼したが、6月
に急遽退職日を決定された。

夫の収入も元々多くない為、私
のお給料で家族4人分の食費な
どにあてていたが、収入が徐々
に減り始め生活苦になっている
。

兵庫県
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341 

40代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

4月から3ヶ月休業自宅待機
社員は休業手当有りだが非正規は
なし。収入が途絶えてシングルマザ
ー なので困り果てている。会社に
言っても「バイトにまで休業手当を
払えば会社が倒産する」と言われて
まともに取り合ってもらえない。社
員より仕事をしてきたのに本当に
ひどい扱いだと思う。雇用助成金も
使う気がないらしい。

本当に困っています。
なぜ会社が使わなければもらえ
ない制度なのかわからない。結
局末端には届かない。国にも会
社にも使い捨てられて死ねと言
われている気がして毎日つらい
。子供達の顔を見るたびに申し
訳なくて死にたくなります。

大阪府

342 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

幼稚園が休園になり出勤がなくな
った。

収入が無くなるため生活費が足
りない。短期でアルバイト等も
考えてはいるが、職業柄このよ
うな事態でリスクを犯して他の
仕事をするのはどうかと悩んで
しまう。職場からは不要な外出
はくれぐれもしないようにとの
指示あり。

神奈川県

343 
40代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

ペット関連 解雇・雇い止め 4/8に解雇予告。5/7までの勤務 家の生活費がなくなる 埼玉県

344 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

アパレル 解雇・雇い止め 1ヶ月後に辞めるように、突然言わ

れた
コロナの影響で、次の仕事も探せな
いので、今のところで続けて勤務し
たい

給与で生活費の足しにしていた
ので、苦しくなった

京都府

345 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

解雇・雇い止め ３月24日に補償ありの自宅待機と言
われ翌週に電話で４月末で解雇と言
われた。

突然解雇と言われても、こんな
時期に職探しで外出するのもコ
ロナ感染が心配。でも生活があ
るので職探しをしないといけな
い。自宅待機の補償も100%じゃ
ないし残業分や手当ても付かな
いので金銭面の不安が大きい。

大阪府

346 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

文化施設 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家
にいるため働けない

週毎に作成されるシフトだから所
定労働日の確定ができないので、保
護者助成金も対象外、休業補償も対
象外だと。それにより無給状態です
。

ですが、3月から1ヶ月以上かけて労
働局、労基署、助成金センター、社
労士などへ相談をし、ようやく保護
者助成金の件については動いてく
れそうです。まだ確定ではありませ
んが…。

無収入になり、夫も残業がなく
なり収入が減ったので月15万以
上の収入減となりました。地獄
です。
この、保護者助成金の件が上手
くいけば、次は休業補償の件で
戦うつもりです。
法律を知らない人、意見を言え
ない人は、そのまま泣き寝入り
になってしまう。メディアなど
でもっと取り上げてほしい。本
当に氷山の一角です。

108兆円の経済対策をしても、1
円も届かない人間が大勢いる事
を取り上げてほしい。

大阪府

347 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家
にいるため働けない

小学生と幼稚園生がいる為、小学校
休業等対応助成金を申請して欲し
いと園長に申し出てもあしらわれ、
子供だけで留守番させたりして勤
務してきた。ところが保育園自体が
登園自粛になった途端、正職だけで
回せるため必要ないので出勤を控
えて欲しいと言われ、今週より自宅
待機。

4日のみ有給利用可となりまし
たが大幅に収入減。パートへの
扱いが酷いと思います。

東京都

348 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

私立学校の
売店

休校になった為、仕
事が休み

3月も4月も出勤日がない為、無収入
です

独身なので、自分で国民年金を
払っていますが、まるまる２ヶ
月無収入なので支払いが厳しい
です。この先も休校が続き仕事
に行けず無収入だったらどうし
ようかと不安です。

埼玉県

349 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

①会社からは連絡なし。勤務日数0
②平均半月勤務日数あったのが時
短から始まり、ついには月3日の時
短勤務。社員さんたちは守られてる
のに。

ほぼ無収入　生きていく手立て
が有りません。新たな仕事見つ
けるにも事態が事態だけに簡単
にはいかない。年齢も選択肢を
狭めています。もう死ぬしかな
いと考えてます

大阪府
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350 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

宴会のキャンセルで仕事が無くな
り月末締めなどの処理だけ出勤し
て現在は自宅待機。休業手当を依頼
したが雇用調整助成金の事もきち
んと知らないみたいで気に入らな
いなら辞めてもらってもいいと言
われた

春から大学生になった子がおり
仕送り等の金額見直しが必要に
なった

兵庫県

351 

30代 男性 派遣社員 公務公共サ
ービス

正社員は8割の給料
をもらいながら一時
休業という名のお休
みに入り、その分の
仕事は派遣社員であ
る私にすべてお任せ
します。と突然言わ
れました。現場の総
務人事からは「派遣
社員と正社員が同じ
待遇、同じシフト、も
らえると思うな。」「
コロナになろうが契
約に殉じろ」と言わ
れています。

正社員がほとんど出勤しておらず、
正社員宛の問い合わせが多く、正社
員の権限が必要な業務などを今す
ぐやれ、というように他部署などか
ら問い合わせがある毎日です。
連絡しようにも「休暇中は休暇なの
で仕事はしませんよ」と正社員がテ
レワークなど一切せず、ここぞとば
かりに連休を満喫している為、とて
も不快な思いをしています。
コロナの恐怖もあり、派遣には人権
が無いことを日々、実感させられる
毎日です。

夜不安で眠れません。自分は使
い捨ての駒、命を懸ける契約を
結んだわけでもないのに、正社
員が生き延びるために出勤させ
られている実感が日々強くなっ
ています。
現場では、会社上層部からは即
刻解雇にすべしと言われている
と目の前で部長、課長が話して
いるのを聞かされ、課長からは
上からの指示だからと正社員が
全員休みながら自分だけが毎日
出社させられるシフトで勤務。
派遣会社からは検討します、と
言われているが2週間経過して
も状況はまだ変わらず。不安だ
し、このままでは解雇される恐
怖もあり、つらい日々を送って
います。

千葉県

352 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 解雇・雇い止め 6人いた仕込みパートのうち、私を

含む2名は週5で、新しい人の育成な
どまで、社員に近い仕事をしていま
した。大晦日の1番忙しい日には12
時間労働もし、好きな仕事だったの
でパートでしたが頑張っていたつ
もりです…
コロナの問題が出始め、4月あたま
には即解雇が言い渡されました。説
明もないまま、会議で決まったから
、とLINE連絡のみでした。今はアル
バイトなどもなしで、社員のみでま
わしている状態みたいです。パート
は頑張っても捨て駒なんだな、と思
いました。ニュースでは休業補償な
どやっていますが、遅すぎるため、
店を守るには捨て駒を切り捨てる
しかなかったんだと思います。

世帯主の稼ぎはかわらないので
生活はできていますが、中学、
高校の息子達がいるためパート
代は食費にしていました。新し
い仕事を探していますが、飲食
は絶望的で、今年の大学受験な
ど未来が不安で仕方ありません
。コロナの問題での解雇はしな
いように、どうにかならないの
でしょうか…。週に1回入るかど
うかの短時間パートさんと同じ
扱いでスパッと切られたことが
ショックで、今後もしいつかま
たパートをすることになっても
、必死に頑張っても非正規は守
られない、どうせパートだから
、という気持ちが消えないと思
います。パートでも生きがいの
ように頑張っていたのに。すご
く辛いです。

神奈川県

353 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

まさに今日突然来週月曜から5月い
っぱいまで、仕事を休むように言わ
れました。不安しかない。
パートだから補償はなしなんてお
かしいです。私の勤務先では忙しい
時ほど、私達パートで支えているは
ずなのに…

主人の収入だけでは到底生活し
ていけない為、私の収入に頼っ
ています。3月から収入が激減し

ている中での、収入0。どう生活
して行けばいいのか分かりませ
ん。

愛知県

354 

30代 女性 派遣社員 教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

緊急事態宣言が発令されてからは2
交替制での勤務に変わった。さらに
、人との接触を減らすため、その次
の週から5月の連休まで休業になっ
た。（どちらも次の日から開始と急
だった）

時給制なので、給与が減少した
。派遣会社から休業分の補償は
してもらえることになったが、
平均給与の60%なので、もらえ
るだけマシとはいえ、少ないと
感じた。家賃や奨学金の返済な
ど、月々の支払いがあるので、
この状態が長く続くと生活して
いけるかすごく不安です。

大阪府

355 

40代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）, 派
遣社員, フリー
ランス（委託・
請負等）

公務公共サ
ービス

1月に契約終了し、そ
の後の仕事が無い。
今後の見通しがつか
ない。

精力的に就活をしており、相当条件
を下げても次の仕事が見つからな
い。

生活費を切り詰めている。 東京都
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356 

30代 女性 派遣社員 教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

東京で緊急事態宣言が発令された
後、職員を２グループにわけ交互に
出勤する間引き出勤が始まった。派
遣は対象外だったが途中から派遣
も補償ありで対象になった。とりあ
えず安心したが、補償ありの自宅待
機はとりあえず４月末までで、５月
以降はどうなるかわからないと言
われており不安を抱えている。

京都府

357 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 休業から解雇の可能
性あり

契約終了期間迄は休業、契約終了と
共に解雇の可能性ありと言われた
（契約終了の30日前に通告予定だが
再更新は難しいとのこと）。

収入の減少、及び解雇通達迄1か
月半あり神経がまいっている。
何よりも収入の減少による生活
苦で参っている。先々の不安で
いっぱいである。何度も契約更
新をしてもらい、2年2ヶ月就業
している。昨年には社会保険も
加入（加入して1年未満）してい
るので、更新を継続して欲しい
。新たに就職活動、及びまた健
康保険や年金の手続きを行う労
力を思うと精神的に持たない。

東京都

358 

40代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

情報通信業
（IT）

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

4月末で契約終了となりました。5月
以降の働き先はありません。

4月末終了のため、現在の影響は
ありません。最終の振り込みが
6/15のため、それ以降は無収入
の状態になります。

東京都

359 
40代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

自宅待機。緊急の時だけ呼び出しが
ある。いつまで自宅待機が続くか不
明。

給与がでない 京都府

360 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

不動産　 子どもが家にいるた
め働けない

保護者助成金を申請して貰えない。
子どもの休校に伴い出勤が出来な
いのだが、自己都合といわれた。営
業が命かけて、前線で仕事している
のに、休むなんてと言われた。労基
に通達したいが会社にばれて、職を
失うのも新しい職を探すのも、この
状況、年齢では、難しく躊躇う。個
人で申請出来るように働きかけて
いただければ、ありがたいです。

月8万円ほど家計が減り、これが

1か月ならなんとかなるが、2か
月目はきついし、今後の見通し
も立たず、厳しいです。

京都府

361 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

個人クリニック、患者数減少のため
営業時間短縮などあり、パートの出
勤日数をかなり減らされた。

月に７～８万円くらいだった給
料が来月は３万円くらいになり
そうでこれが続くと生活が苦し
い。

愛知県

362 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

専門サービ
ス業

解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

2.27休校要請があり、仕事にも影響

があるからという理由で2週間休む
ように言われた。休業手当を出して
もらうように働きかけたら、休校に
伴う助成金を申請し、休業手当満額
支払われた。3.27に再び、情勢が厳
しくなるということ、市内にコロナ
感染者が出たので安全のためにと
言われ、再び4月いっぱい休むよう
に言われた。その際、社労士と相談
した結果、休校とはなっていないの
で休業手当は支払わないと言われ
た。雇用調整助成金のことを伝え、
休業手当を出すように掛け合った
が、これ以上言うならもう辞めてく
ださいと言われた。法律を扱う仕事
でありながら法律が守られず解雇
されたことに納得がいかない。

子供の習い事やその他子供に係
る必要なお金は私のパート代か
ら出していたので、それがゼロ
になってしまった。また、新し
く職を探すにしても今の状況で
は私の希望に合った求人が無く
、精神的にもダメージが大きい
。

京都府

363 
40代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

園児の数が減ったので自宅待機を
言わされた

今月の給料が月末に支払われる
が、微々たるものなので来月の
生活が厳しい

大阪府
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364 

50代 女性 派遣社員, フリ
ーランス（委託
・請負等）

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除, 
先の手配済み旅行の
取消、手数料の持ち
出し

ただお金が生まれる仕事がないだ
けです。
仕事ゼロ収入ゼロ、どころか派遣会
社から社会保険料などは請求され
実質マイナス。（会社負担分は会社
が支払うべきと思いますが当たり
前の様に払って貰うと言われてお
ります）

元々、派遣添乗員は最低賃金設
定、数時間にわたる無賃金の処
理作業やお客様対応など、お金
を貰わない仕事ばかりが増やさ
れてきたので蓄えもあるわけ無
く、ただお金がない状況です。
このままでは早かれ遅かれ家賃
や光熱費は勿論、食べ物を買う
お金にも困りそうです。

愛知県

365 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家
にいるため働けない

勤務時間の短縮、休暇要請 給料減額、支払い等の滞り 茨城県

366 

30代 女性 派遣社員 IT関係 自宅待機・勤務時間
の減少

緊急事態宣言発令後、社員は在宅勤
務、そのほかは出社という勤務形態
になりました。軽度ですがコロナ疑
いの症状があるので、周囲に感染さ
せぬよう念のため仕事を休んでい
ます。感染リスクや体調面を考慮し
、自主的に欠勤を続けているため、
勤務時間が減少しました。在宅勤務
が認められていれば、勤務時間が減
ることはなかったと思います。検査
が受けられないため、いつになれば
出勤してよいかがわかりません。

勤務時間が減少したぶんもちろ
ん給料も減るので、家賃など各
支払いが滞りなくできるか不安
があります。

東京都

367 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

製造業 自宅待機・勤務時間
の減少

4/3に突然パート職員が集められ、
来週からパート全員無期限休職と
言われ、その間に他にいい職場があ
れば求職してもらって結構ですと
言われた。
いつ復職させてもらえるのかも分
からない状況。解雇にせず、休職と
いう言い回しもこちらの自己都合
で退職するのを待っているようで
都合が良すぎる。

パート収入がゼロになった。 京都府

368 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

医療・福祉 施術一人に対しの歩
合制ですが客が来院
せず、電話番雑用と
して待機はしてるが
無償

一日中待機　予約や問い合わせの電
話もなく患者が来ない

給料は歩合なのでおそらく４分
の１まで下がる見込み　この先
は貯金を崩していくしかない。
大学生を持つシングルマザーで
す　家賃はないが光熱費や食費
も出ないのがあと数か月続くと
貯金もなくなる

千葉県

369 

30代 女性 派遣社員 保険 自宅待機・勤務時間
の減少

週2日勤務になるとは言っています
。

親が年金で支えているので、辛
い。交通費も全額払って貰えな
いですし、休業手当も6割。社員
と同等の休業手当が欲しいです
。

埼玉県

370 
40代 男性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食 休業による手当て無
しの状態

補償など一切の説明なく休みにな
る

貯金で生活してる状態 埼玉県

371 

40代 女性 契約書は交わ
していないが
週5勤務の非常
勤

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 緊急事態宣
言終了まで授業なし

授業が出来なくなったため、5/7ま
で出勤がなくなった。授業コマ数で
の給料のため、約１ヶ月給料がない
とのこと。

正社員(4人ほど)は、受付業務で授

業なしでも5時間勤務で給料は普段
通り支払われるそうです。

給料が全く出ない。
子供がいるわけでもないので、
休校による補償の対象にもなら
ない。

埼玉県

372 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

３月の出勤3回４月0です お金の不安 京都府

373 
20代 女性 契約社員（フル

タイムの有期
雇用社員）

学校給食調
理

自宅待機・勤務時間
の減少

仕事が休みになる シングルマザーなので生活でき
ない

徳島県
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374 

30代 女性 派遣社員 医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

派遣先では全正社員は在宅勤務と
なっております。派遣社員は「個人
の意見を尊重し、出る出ない、どち
らでもよい」といわれたが、結果的
に４月１９日まで自宅待機に。手当て
はないため、有給休暇を充当。２０日
から役員の方は数名出ているもの
の、所属する部署に誰一人、社員は
出てないのに派遣社員は出勤。

有給休暇を充当するのでなんと
か影響は最小限できているが、
同じ部署で働く他の派遣社員の
方が、入社したばかりで有給休
暇もまだ付与されてないなかで
の対応のため、非常に心配して
いる

埼玉県

375 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

公立中学校
非常勤講師

自宅待機・勤務時間
の減少

3月の休校から授業はなくても学校
の雑務を教諭と同じように仕事を
振られているが、授業がないことで
、正式な給与が支払われていない。
それでも今後夏休みにも授業が入
るか？など仕事量は教諭と変わら
ない状態。

固定資産税や今後くる住民税、
社会保険料など支払えるかどう
か不安。

岡山県

376 
50代 男性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

製造 自宅待機・勤務時間
の減少

半月ほど、出勤なし。正社員は、あ
り。

収入が半減。半殺し状態みたい
で、精神的にきつい。

愛知県

377 

30代 女性 会社都合によ
る退職

無職 就職困難 コロナ前に会社都合で退職しまし
たが、緊急事態宣言や感染拡大防止
による自粛要請で新たに募集をす
る企業も少なく就職が決まりませ
ん。

就職先が見つからず雇用保険受
給終了

大阪府

378 
20代 男性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

休業によりシフトがなくなった 生活費が減少し、生活が苦しく
なった

東京都

379 
50代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

霊園開発　　
建墓

自宅待機・勤務時間
の減少

週5、7時間勤務から4月20日より週

2に。

減収。補償は何もない。来月以
降の支払い等、食費、子供の学
費　塾代への不安。

東京都

380 

30代 女性 派遣社員 イベント関
連

解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少, 子どもが家に
いるため働けない

時差通勤の為勤務時間減、社員のみ
テレワーク、休校の為出勤日数減、
月末で契約終了

支払いができない 東京都

381 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

まずはアルバイト、パート従業員の
み休みを言い渡される。
その後ホテル休業により社員も休
業となる。

収入が激減。貯金を切り崩して
生活している。

大阪府

382 
30代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少, 休業

休業の為1ヶ月自宅待機。会社から
今回の休業に対して補償など一切
説明がない。

休業補償もなく収入がゼロに。 京都府

383 

40代 女性 派遣社員 小売 解雇・雇い止め 百貨店が休業となり自宅待機、その
数日後に解雇の連絡ありました。

正社員は自宅待機でも給与は全
額補償、私は無給でそのうえ、
突然の解雇でどうしてよいか。
国民への現金給付も１０万円で
は家賃分くらいです。

福岡県

384 

30代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

イベント関
連

自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

3月からテーマパークが休みに入り
、月の収入をほぼ占めていた給料が
一切入らなくなりました。俳優事務
所からの派遣という形になるため、
勿論補償は何もありません。この2
ヶ月、無収入に近い状況です。

副業の方も自粛となったため無
収入に。このままだと、6月から
生活できません。

京都府

385 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

出版 自宅待機・勤務時間
の減少

週4日の勤務を減らすよういわれ、
補償があるのか聞くと系列会社の
パートアルバイトは既に自宅待機
のため同じ措置を取る。社員は在宅
勤務できるが私には在宅の仕事は
無理でしょうとの返事。5分の1の出
勤時間になりました。

来月もらえる今月分の給与は半
分以下になります。またこの状
態が続くと、収入減のままです
。母子家庭のため自分が働いて
いかないと生活ができません。

京都府

386 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

勤務先一斉の時短勤務になった。週
20時間未満の勤務契約の為、正職員
や派遣職員のような時短分の給料
保障がない。また正職員や派遣職員
は1日交代で在宅勤務が始まったが
、アルバイトの自分は毎日勤務。

時短分の収入減 愛知県

387 

20代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

フィットネ
ス

自宅待機・勤務時間
の減少, 企業側が休
業を決めた

勤務時間が少しずつ減り、休業にな
って20日以降の仕事がなくなった。
休業補償も、該当しないと言われも
らえない。

収入が減ったため、経済的に苦
しい。いつ再開するか決まって
いないので、それまで無収入が
続くとなると生活が厳しい。

滋賀県
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388 
50代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

通訳・翻訳 自宅待機・勤務時間
の減少

帰休日の日数が正社員および他の
パート社員より2倍多い

収入の減少、将来の雇用継続（雇
止めされないかの）不安

京都府

389 
40代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

アロマトリ
ートメント

自宅待機・勤務時間
の減少

４月に入って仕事が激減し１３日か
ら休業中。

収入がなくなった。アルバイト
の休業手当があるが少なそうで
す。

京都府

390 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

メーカー ４月から社員に登用
される予定だったが
、コロナを理由に延
期された。

社員になれるかも分からない。
また、同じ業務の社員のみテレワー
ク認められ、パートと派遣社員は出
勤させられる。
時差出勤は認められていない。

感染への恐怖 京都府

391 

40代 その
他

派遣社員 機械 自宅待機・勤務時間
の減少

緊急事態宣言中の出社勤務は、正社
員は500円/日の手当てがつくが、派
遣とアルバイトと出向者と新入社
員には手当てがない。

兵庫県

392 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

物流 解雇・雇い止め 3月中旬から週4を週2に減らされ4
月1日～8日まで自宅待機(休業手当

は貰えず)9日出勤時に解雇された。
収入半減だけでも困るのに解雇さ
れて途方に暮れている。

解雇予告もなく、いきなり4人に
囲まれクビを宣告された。パー
ト、アルバイトほぼ全員。休業
手当も社員は確保されているの
にパートは無理！の一点張り。
新しい仕事を探そうにも外出自
粛では探せない。

京都府

393 

40代 女性 派遣社員 広告代理店 自宅待機・勤務時間
の減少

3月は社員はテレワーク、派遣は情
報セキュリティの都合からテレワ
ークが認められず出社（社員が順
番で派遣の管理のために出社）で
した。緊急事態宣言後は、輪番で
出社する社員の感染防止のため、
派遣は自宅待機（休業）となりま
した。休業期間後にそのまま契約
が強制終了されるか、次回の契約
更新が無い可能性が高く不安です
。

休業中は平均賃金の６割が支払
われるとのことですが、1〜2月
の営業稼働日が少なかった時期
の影響もあり、通常のお給料の
実質４割になってしまうそうで
す。予定外の激減で来月の諸々
の支払いに工面しないといけな
い状況です。

東京都

394 
30代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

レンタルき
もの、飲食

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

レンタルきものは動かない。飲食は
、自粛要請を求められ全ての出勤が
なくなった

５月以降、生きていけない 京都府

395 

40代 男性 派遣社員 製造業 派遣先が一時帰休を
月2日導入

これにより正社員は月2日の一時帰
休を取れるが派遣社員は出勤させ
られ雑用を強いられる。派遣社員は
休んでも雇用調整助成金は出ない
ため欠勤となる。

給与が2日分減額 兵庫県

396 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

事業所は空いているが、利用者より
キャンセルが相次ぎ、仕事が減って
いる。

今後も給与が減っていくと予想
されて不安が募っている。

滋賀県

397 

20代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

ある日突然、客足が減り売り上げが
ない事が理由か、アルバイトの休業
を命じられ収入がゼロになった。休
業手当ての説明なども未だになし、
現在お店は休業中

生活が成り立たない。来月生き
てけるのか収入がないので不安
。新しくバイトを探すも見つか
らない。

大阪府

398 

20代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

解雇・雇い止め シフトに全く入れなくなった 収入がなくなった。かなり心配
。

京都府

399 
40代 男性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

3月途中から勤務時間の減少4月11
日以降自宅待機

6月の給料がありません。休業補
償なく困っている。

京都府

400 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

2月からコロナの影響で仕事が減り

3月はゼロ 4月もゼロ
この先も状況次第では分からない。
会社からは正社員には健康管理休
暇という補償があるが
バイトで働く人たちには何にも補
償もない。

私の給料が3月ゼロでこの先も

分からない
旦那の仕事も製造業で休みが増
えてきている

三重県
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401 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

小売 自宅待機・勤務時間
の減少

正社員と週に4回以上勤務のパート

、アルバイトは4月のみ10日間の特
別有給が付与された。自分自身も週
４以上勤務していたので、その対象
であった。しかし、有給10日を消化
した後の休業はなんの補償も無く
無給になる。正社員は6割の賃金が

保証されている。4／8〜緊急事態宣
言解除まで休業なのでとても不安。

今後の生活費が不安 東京都

402 
30代 女性 フリーランス

（委託・請負
等）

音楽教室講
師

自宅待機・勤務時間
の減少

学校の休校に合わせレッスンが休
講になっている。

収入がゼロになり、いつ再開さ
れるかの見通しも立たないので
、生活が苦しい。

京都府

403 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

不動産関連 自宅待機・勤務時間
の減少

正社員は自宅待機でも給与全額補
償、派遣は自宅待機だと6割補償、
パートは未だに補償対応の連絡な
し。でも、出勤すれば給与でるから
と上司より出勤の強制あり。正社員
が週2日出勤に対し、ほぼ毎日出勤
している。

シングルマザーで子供が一人い
るため、自宅待機では最悪給与
の補償がない可能性がある為、
危険を承知で出勤している。

千葉県

404 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

出勤日数、 勤務時間減らされまし

た。出勤しても暇だと帰らされる。 
コロナが怖いから休みたいけれど
休むと無給になるためシフトを削
られても休めない。

毎月の給料がどこまで減るのか
わからない。不安。

東京都

405 

40代 女性 派遣社員 電機 自宅待機・勤務時間
の減少, 在宅勤務

年休消化。社員は休んでいても歩引
き補償されるが派遣社員だと年休
扱いにされてしまい特別休暇のよ
うな補償がないのが辛い。

神奈川県

406 

40代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

公務公共サ
ービス

誰も来ない施設を9
時から21時まで毎日
開けている。

公共施設の指定管理者です。表向き
休館だが委託者（市町村）から時短、
休館日設定の指示が出ず会社は休
業補償しないので在宅や交代勤務
が出来ず感染リスクに晒されてい
る

完全分離の二世帯住宅で親と同
居ですが、私が無症状感染者か
も知れないので親と顔を合わせ
ないようにしている。

兵庫県

407 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

洋菓子製造 自宅待機・勤務時間
の減少

2月3月ぐらいから、出勤日は残業禁

止、時短と言われ、休みも増え、11
日から全員しばらく休んでくださ
いと軽い感じで言われた。有給は好
きなだけ取ってくれて良いと言わ
れたが、有給を使うのもおかしな話
。人によっては１か月もたない。

夫は病気でここ数年通院治療を
していて、昨年も医療費だけで
100万超えている。それに子供3
人居るが、ずっと家に居て食費
や水道光熱費はかさむし、塾や
習い事，保険なども毎月出てい
く。4月は固定資産税や自動車税
などもあり、この先夫だけの収
入ではやっていけない。

京都府

408 

30代 その
他

契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

教育関連 解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

休業を言い渡され休業に入ったら
雇用期間を勝手に書き換えられ、休
業手当を貰えない可能性が出てき
た。

私は雇用契約期間内と思ってい
るが、もし、書き換えられた書
類が受理されていたら給料が出
ず、生活が出来なくなる。

京都府

409 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

10時～16時が11時～16時に変更か
つ有給休暇消化で自宅待機と週一
出勤を要請される。正社員はノート
パソコンが支給されてテレワーク
になったが、パートにノートパソコ
ンの支給はないのでテレワークも
出来ません。

いろんな支払いが滞る 大阪府

410 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト, 日雇契約社
員

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

入っていた仕事がすべてキャンセ
ルになり無収入。契約の仕方が独特
の職種なのですが仕事内容は正社
員とかわりません。なのに補償が全
くなく困っています。

無収入のため支払い困難 岐阜県

411 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

結婚式場 自宅待機・勤務時間
の減少

結婚式がすべて延期になった為業
務が減りしばらく休んで欲しいと
言われた。

収入の激減により支出増が苦し
い
月平均８万円程の収入があり、
会社には雇用調整助成金を利用
して欲しい旨伝えたが回答は前
３ヶ月の１日の平均給与の4日分
の６割の支給ということでした
。

福岡県
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412 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

葬祭 自宅待機・勤務時間
の減少

明日から自宅待機、葬儀がはいった
ら状況によって出勤。もともと経費
削減で休みを増やされたところに、
自宅待機で有給は使えず特別休暇
として、60％の給与…

収入が減ったうえに、子供達が
家にいるのでかかるお金はかか
ります。

群馬県

413 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

2月から客入り悪く、勤務時間短縮

、シフト減少

3月末から勤務無し。無期限休み。

先月末から勤務無しなので収入
ゼロ。もともとカツカツ生活だ
ったので支払い出来ない。コロ
ナ感染しなくても生きていけな
い。

埼玉県

414 

60代
以上

男性 派遣社員 物流 自宅待機・勤務時間
の減少

一般会社員のテレワーク、個人事業
の休業にて需要減になり勤務シフ
トが減少になり今は勤務シフト無
し。

3月中半より無収入になる。僅か
な蓄えも底をつきる状態に今月
末にはなり、賃貸の家賃等を考
えると途方にくれる

福岡県

415 

50代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

公務公共サ
ービス

自宅待機・勤務時間
の減少

来週から二週間、5/6まで勤務日数
を減らして業務は継続。三密解消の
対策無し。ある程度、席を離す、窓
を開ける、時差出勤も考えて欲しい
。

給与が減る。元々交通費も出な
いし時給が安いところ、繁忙期
には頑張るつもりでいたが、思
惑と違い、打撃。

京都府

416 

40代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

CM撮影 仕事のオファーが無
くなりました。

クライアントの業務自粛に伴う代
理店、制作会社の撮影業務ストップ
により、一切の仕事のオファーが無
くなりました。労働組合や協会など
も無いので、問題を協議したり然る
べきところに提言する術も持って
いません。

個人事業主という立場であり現
状無収入です。蓄えを切り崩し
ながら生活しております。この
状況がどこまで続くか読めませ
んので、行き詰まる前に対処で
きるよう他の生活方法も模索し
ています。

神奈川県

417 

40代 男性 派遣社員 医療・福祉 風邪症状、発熱で出
勤停止

正社員、パート社員では、出勤停止
で特別休暇扱いとなるが、派遣社員
は対象外で、派遣元でも休業手当は
支払いできないと言われた。

収入の20％減収となり、ローン
支払いに影響。

北海道

418 40代 その
他

派遣社員 メーカー 在宅勤務ができない 正社員は在宅勤務だが派遣社員は
出社

体調悪くても休めない。 東京都

419 
40代 女性 派遣社員 分析 自宅待機・勤務時間

の減少
小学生の休校、保育園児の家庭保育
協力要請、職場からの自宅待機指示

子どもとずっと家にいる 滋賀県

420 

30代 女性 派遣社員 製造業 自分はリモートワー
クだが自宅待機にな
ったら収入が２割減
らされる

今はリモートやらせて貰えるが先
がわからない。就業先の業績により
簡単に契約満期で終了してしまう
のが通常で立場が不安定であり常
に生活を脅かされている

収入が減ると生活出来なくなる 愛知県

421 

40代 女性 派遣社員 リース業 自宅待機・勤務時間
の減少

出勤日を減らされたのに休業補償
無いと言われた。
従業員の家族がコロナ感染したに
も関わらず所属部署等は発表され
ていない。

収入減 千葉県

422 

40代 女性 派遣社員 医療・福祉 在宅勤務 正社員は早々に在宅勤務となった
が、後で派遣も在宅勤務となりまし
た。雑務は派遣の仕事のため、出社
しなくてはならない時があります。
また、在宅勤務環境を整える為に、
自費でモニター、ヘッドセットを購
入した。会社の業績が落ちているた
め、夏までにリストラがあるとのこ
とです。この時期に切られると生き
ていくことが出来ません。

実質的な収入の減少、在宅環境
を整える為の支出が大きいです
。効率的な業務環境ではないた
め、通常化通りに業務が進めら
れませんが、残業しないようプ
レッシャーがありますので、サ
ービス残業ばかりしています。

兵庫県

423 

40代 女性 派遣社員 インターネ
ット広告

基本的に在宅勤務、
業務都合により決ま
った日に出社

正社員は出社停止のなか、請求書の
受取処理のための出社指示を受け、
1人だけ出社

通勤電車に乗る回数は格段に減
ったが休憩が取りにくく拘束時
間が増え、疲れが増してしまう

東京都

424 
40代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

勤務時間を減らされた上、緊急事態
宣言より休業。休業中の給与につい
て訊いてもその後続報なし

来月の収入見通しが立たない。
新しく別の仕事を探すも見つか
らない

東京都

425 40代 女性 派遣社員 小売 ギリギリ在宅勤務に
なれた

他の自宅待機に嫌がらせされなが
ら仕事をしている

ずっと電話番をしながらなので
息抜きできない

東京都

426 
30代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

公務公共サ
ービス

自宅待機・勤務時間
の減少

週3日から週0〜1くらいに。 愛知県

427 

50代 女性 派遣社員 IT関連 自宅待機・勤務時間
の減少

3/9から4/7まで時短時差出勤　

10:00〜16:30 （本来9:00〜17:30）
非常事態宣言後4/8〜自宅待機　5/7
までは全額補償

4/7までは正社員はテレワーク
できるのに派遣社員は毎日出社
を余儀なくされ満員電車での感
染リスクが怖かった。5/7以降は
派遣切りに合うのではと不安

神奈川県
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428 

50代 女性 派遣社員 通信 自宅待機・勤務時間
の減少

咳や喉の痛みがある為、自主的な欠
勤。派遣会社に相談するとマスク着
用なら出勤しても良いが休むのも
自己判断に任せる。その場合無給と
言われる。検査対象でないので検査
できない

有休がなく、無給なので収入が
ほとんどなくなる。

千葉県

429 
40代 女性 派遣社員 公務公共サ

ービス
社員は自宅待機で３
日に1度勤務 派遣は
通常業務

社員は自宅待機で在宅勤務ではな
いので仕事増えます

職場内では対策に神経使わされ
ながら満員電車通勤は強制され
ストレスです

宮城県

430 
40代 女性 契約社員（フル

タイムの有期
雇用社員）

教育関連 業務増加 残業が増えた。他者を休ませるため
の整備で帰れない人もいることに
気づいてもらえません。

帰りが遅くなり、体調管理が難
しい

滋賀県

431 

40代 女性 派遣社員 派遣業 派遣社員は在宅勤務
対象外な為、無給で
休んでいて、来週か
ら通常通勤。

正社員のみ在宅勤務、派遣社員は在
宅勤務対象外で、自宅待機もなく、
休んでも構わないが無給でと言わ
れています。

半月、無給で休んでいるので、
お給料は半減しています。来月
もどうなるかわからず、社会保
険料のみ請求される可能性があ
ります。

埼玉県

432 

50代 女性 派遣社員 医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

不要不急のもの以外、出社は許可さ
れない。その分欠勤(有休または六

割補償の欠勤)となり収入減となっ
た。出社した日に限られた時間と普
段より制約が多い環境で多数の業
務を行う必要があり、またイレギュ
ラー対応も多く、心身ともに疲弊し
ている。

五月以降も同じ状況であればさ
らなる収入減が予想され不安で
ある。派遣切りになったら次は
ないものと思っている。どうや
って生きていけばいいかわから
ない。

京都府

433 

40代 女性 派遣社員 旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

正社員はパソコンを新たに支給さ
れ、テレワークをしているが、派遣
社員には支給されず自宅待機。次の
契約更新の際に、契約を更新しても
らえないのではないかと不安があ
る。

小学生の子どもがいるため、し
っかりしたテレワークの環境が
ほしいが、派遣のため望めず、
この先どうなるかわからない不
安定な生活スタイルになってい
る。

東京都

434 
40代 女性 派遣社員 小売 解雇・雇い止め 建設工事がストップし、工事道具の

受注が減り仕事がなくなってしま
った

ただでさえ不安定な雇用形態な
上にお金もなく不安で精神衛生
上よくない。

北海道

435 

40代 女性 派遣社員 旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自主休暇 会社は休業なし(社員は出社)だが業
務量は減っており、許可をもらい休
暇中。派遣開始直後で有給もなく、
また自主休暇のため休んでいる間
の手当てはゼロ。

生活費がない 神奈川県

436 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト, フリーラン
ス（委託・請負
等）

ゲームソフ
ト開発

自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

正社員、契約社員には緊急でリモー
トへ移行しましたが、アルバイトを
考慮していなかったと言われ、上司
が交渉していますが無理かと。この
ままだと自宅待機で無収入になり
ます。在宅で請け負っている仕事も
イベントが全て延期中止で発注か
ありません。

仕事で使うソフトのサブスクや
通信料、光熱費はなくなりませ
ん。また、持病があり通院して
いますのでそちらも圧迫されま
す。以前、過労で倒れて退職し、
しばらくは療養していたので貯
金も使いきってしまっています
。

京都府

437 
50代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

健診現場が少なくなり、社員で補わ
れる為パートのシフトが減らされ
る。

収入が四分の一程になり、生活
費にも当てられない

大阪府

438 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

駅ビル休館でアルバイトは休まさ
れた状態です。明日から緊急事態宣
言が解除されるまで休んで下さい
と電話ありました。給料の60%補償
など適応されるのか会社は果たし
て払うのか全く説明もなく不安で
す。

収入が途絶えました。 東京都

439 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

公務公共サ
ービス

自宅待機・勤務時間
の減少

学校の臨時休校の影響で仕事休み
になった

正規の教職員は臨時休校中でも
給与が出るが、臨時職員は給与
補償がなく、生活が大変だ。

青森県

440 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

公務公共サ
ービス

自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

3月2日から休館になり、仕事がなく
なった。社員と準社員は出勤してい
るが、パート、バイトは自宅待機。3
月は有給を使えたが、4月以降は会
社も大変だから有給は使えない。休
業手当もでない。無給ですと言われ
た。

主人の給料に毎月のパート代で
なんとか生活していたので、パ
ート代がゼロになっているので
厳しいです。そんな今、高校や
大学の学費、固定資産税、自動
車税が重くのしかかる。子育て
世代で一番お金がかかるのは大
学です！

大阪府

441 

40代 男性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

今のところ影響なし 今のところ影響はないが、長期化す
れば勤務パターンが変わる可能性
あり

今のところ影響なし 岡山県
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442 

30代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）, パ
ートタイマー
・アルバイト

飲食・小売 解雇・雇い止め, 内
定取り消し

千葉県

443 

50代 女性 派遣社員 医療・福祉 病院なので仕事はな
くならないが、スト
レスは増えた。

感染防止に気を使う。足りない物品
、物流不足でやりくりする。他の人
がやめたり休んだりするので、自分
は休めないし、ストレスが増えた。

ストレスで、疲労している。仕
事帰りの買い物などがしにくく
なった。仕事を休みにくくなっ
た。家事の時間も気力もない。

京都府

444 

40代 女性 派遣社員 不動産 社会インフラでもな
いのに、かわらず出
勤しています

今までと変わらず出勤している
事への申し訳なさや感染の不安
、そして感染したら、派遣先の
会社では蔑まされるのだろうと
いう思いで、心のバランスがう
まく取れなくなります。

東京都

445 
20代 女性 派遣社員 飲食・小売 解雇・雇い止め, 自

宅待機・勤務時間の
減少

紹介予定派遣で社員になる予定だ
ったが雇い止め

収入減 千葉県

446 
50代 女性 正規雇用社員 飲食・小売 自宅待機・勤務時間

の減少
店舗休業の為、自宅待機。 特にない。時間がある分普段で

きていないことをしている。
東京都

447 

30代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

3月後半よりシフトを削られ、4月に

至っては1度も出勤できることなく

店自体が休業に。
給与補償について確認するも予定
はないとのこと。

昼に別の職場で働いているため
、生活自体はどうにかなってい
るが、学費の返済などもあるた
めかなり厳しい。

東京都

448 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 コロナの影響で仕事
が増えた

正社員と同等の仕事を任されるよ
うになった。感染症への対策、感染
した場合の補償の説明がないまま
やらされている

コロナ疑いの方が出て感染対策
から学童への受け入れを断られ
、子供が留守番。休んだら収入
補償がないため休めない。人手
がたりず、休めない。

兵庫県

449 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

製造業 自宅待機・勤務時間
の減少

9時から17時までの勤務時間がパー

トのみ15時までになった。

社会保険料など2、3万引かれて

いて、2時間短縮されているので

１ヶ月の給料が4万減りました。
計７万。

東京都

450 

50代 女性 派遣社員 建設業関連 自宅待機・勤務時間
の減少

緊急事態宣言後、社員は在宅勤務と
なり、指揮者が出勤しない為、派遣
社員は出勤しない様にと言われた。

時間給なので、出勤しない分は
給料はなしです。派遣会社から6
割の休業手当の可能性との連絡
がありました。6割の休業手当で
はとても足りるとは思えません
。

神奈川県

451 

50代 女性 派遣社員 製造系研究
開発

自宅待機・勤務時間
の減少

賃金説明なく、突然業務中社内メー
ルで上司から「明日から自宅待機」
を言われた。社員は自宅勤務又は普
通出勤。企業側は最低限の手当しか
出せないとの事。派遣会社も休業手
当は出したいと思っていると、曖昧
な返事。雇用調整助成金の申請につ
いては、本社が申請を渋っていると
の事で当てにしないで下さいと言
われた。

政府の10万円を貰っても、貯金
も無いので家賃払えないのは確
実。

茨城県

452 

40代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

スポーツジ
ム

自宅待機・勤務時間
の減少

Ａ社Ｂ社合わせて週20本のレッスン
をしていましたが、全てが休みにな
りました。

Ａ社には当初1レッスンにつき半額
の報酬を補償すると言われました
が、その後休みが長引く事になって
からは、２週間分だけ補償するが後
は無し、と言われました。Ｂ社につ
いては説明が現時点までありませ
ん。他のインストラクターが問い合
わせるとフィーは全て無しだと言
われたそうです。

２月末から全て休みになってい
ます。３月４月の収入はゼロで、
貯金を切り崩しながらやってい
っています。

千葉県

453 

50代 女性 派遣社員 メーカー 自宅待機・勤務時間
の減少

フルから週3に自主的に減らしてい
る。社員だけテレワーク。派遣は来
ないとお金は出ないし更新もない
かもと言われたから無理して出勤
してる

休んだ分の給与補償があるか不
明

千葉県

454 50代 男性 派遣社員 製造業 一部テレワークの開
始

群馬県
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455 30代 女性 派遣社員 マスコミ 社員のみ在宅、派遣
は通常出勤

ほぼ作業も無く暇なのに出勤して
います。

精神的にツラくて鬱々とした日
々を過ごしています。

東京都

456 40代 女性 派遣社員 広告業 テレワーク 今までと変わらず 特になし 東京都

457 

40代 女性 任期採用職員 教育関連 解雇・雇い止め 休校が決まり、当初は勤務を希望す
るならば校長の決定により仕事を
与えるということでした。緊急事態
宣言が発令され、学校職員を2割に
減らすことが求められ、真っ先に私
達非常勤調理業務員は仕事を切ら
れました。正規の調理業務員は給食
を作る仕事がなくても、ただ学校へ
行き、お茶を飲みながら携帯を扱い
、おしゃべりをするだけで給与がも
らえ、在宅ワークという名目のもと
自宅で過ごしても給与が発生しま
す。私達非常勤調理業務員は給与補
償すらありません。

小学校の休校期間中の給与は全
く補償されません。家賃の支払
いや食品等支払いが出来なくな
ります。4月から高校に通うはず
だった息子もいて、学校には行
けていませんが校納金や授業料
等の支払いはあり、本当ならば
高校や大学に通う子供のいる子
育て世帯の方がお金がかかるの
に国はなにもしてくれず、生活
が苦しいです。

福岡県

458 40代 女性 派遣社員 製造業 休校に対応していま
す。

半休(4日間)で対応しています 特に大きな影響は今のところあ
りません。

石川県

459 

30代 女性 派遣社員 製造業　 自宅待機・勤務時間
の減少

６月末まで出勤調整が始まる。

4月は4日。5月は4日。6月は6日。休

業補償については正規雇用者は9割
らしい。自分の派遣会社から言われ
たのは6割。ゴールデンウィークも

12連休になり4、5月の給料は激減

する…どうしたらいいのか不安で
仕方ない。

我が家は子ども専門学校生、高
校2年生、小学4年生の３人を育

てる母子家庭。
仕事が減り学校休校で食費がか
さみ本当に生活が厳しい。

正規雇用者と同じ9割にならな

いものなのか…6割では生活苦
で一家心中寸前です。

福島県

460 
50代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食・小売 解雇・雇い止め 収入ゼロです 苦しい 京都府

461 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

予約制クリニック勤務の為、前日の
外来予約状況を見て夜8時頃出勤可

否が決まる状態。アルバイトが15名
ほどいるが4月13日よりアルバイト
全員が公休になり出勤ができない
状態

公休になってしまうと手当てな
どは一切出ない為無給になる為
今後の生活への不安。

埼玉県

462 

40代 その
他

非常勤講師 教育関連 始業がいつかわから
ない。給与がいつか
ら払われるかわから
ない。

4月頭に始まるはずの勤務が、4月
20日にずれ、その後5月11日にずれ
た。

5月の給料はない。勤務実体がな
い、といわれても感染症による
休業なので私の責任ではない。

京都府

463 

30代 女性 派遣社員 教育関連 育休が明けるが仕事
が紹介されない。育
休延長も認めてもら
えない。

育休明け後、無収入になり、保
育園も退園になってしまう

東京都

464 

30代 女性 パートタイマ
ー

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家

にいるため働けない, 
仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

休業手当は無し: 4月頭より６月末
迄、休業の為自宅待機。正社員の方
々は、収入がすぐにでも必要な為、
9割解雇・失業手当ての受給となる
。パートタイマーの私達には初めか
ら休業補償等何もなかった。

自身の収入が無くなり保証も無
い中、生活が立ち行かなくなる
。子供も保育所は休みで、早い
段階での就職を探す事も難しい
。

兵庫県

465 

40代 女性 派遣社員 医療・福祉 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

4月から休業を言い渡された。緊急
事態宣言が終わるまでは給料は保
障するといわれたが、その後の給料
保障については不明。契約期間はあ
と3ヶ月残っていますが、いつ仕事
が再開できるのかわからず、他の仕
事を探すこともできない。

収入や仕事の目処が立たず、精
神的に不安です

東京都

466 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

看護師3人体制を2人体制にされた。
少し前に看護助手の採用があり、常
勤看護師とパート看護師勤務の２人
体制より、常勤看護師と時給の低い 
看護助手の２人体制を優先的させら
れている。  

月収 半減以下になった。 神奈川県
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467 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

公務公共サ
ービス

一部在宅になりまし
たが、職場の環境が
感染防止対策がなさ
れていない状況で困
惑しています。

対面での相談が継続され、感染リス
クが非常に高い状況です。HPで「電
話相談をご活用ください」と告知さ
れているだけです。雇用は１年ごと
の更新で２回の更新までの限定雇用
です。非正規でなんの保証もないの
に命のリスクを抱えての勤務です。

勤務が終わって家に帰るのもた
めらわれます。家にウィルスを
持ち込み家族を感染させる危険
があるからです。

東京都

468 

60代
以上

男性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

給料6割支給予定で自宅待機 100%支給でも時給最低賃金。こ

れの60%では生活不能。先が見

えない

北海道

469 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

娯楽施設 自宅待機・勤務時間
の減少

補償開示なく4/8から休業。未だに
京都エリアは回答はなし。他エリ
ア社員から4/6～11は6割補償、

4/12からは補償なしとの話が出で
いると。有給消化は可能としつつ
も詳細不明。

衣食住全てにおいて生活出来な
い

京都府

470 40代 女性 派遣社員 研究機関 自宅待機・勤務時間
の減少

給与完全保障の自宅待機 特になし 東京都

471 

60代
以上

女性 自治体の会計
年度任用職員

教育関連 時差勤務となり、か
えって残業が増えた
（残業代なし）

時差勤務必須となり、いつもより30
分早出となったがその分早く帰れ
るどころか残業の日々です。全員が
毎日出勤しています。また教育困難
校のため、コロナ禍による経済困難
家庭からのSOS対応が大変で勤務
時間がかえって増えています。

夕食も食べられず夜遅くまで残
業が増え、体調が悪い。

東京都

472 

50代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

事務所の局長がまったく動く気配
がないので、自分から嘆願書を出し
て半ば強引に在宅勤務を勝ち取っ
た

在宅勤務にかかる費用などは算
出が難しく、言い出せるかどう
かわからない。また、事業が悪
化すれば（するに違いないが）、
小規模の事務所のため解雇され
るのではと不安

千葉県

473 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）, 自営

製造 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除, 
注文が全く来なくな
りました。

作っても売れないので、インプット
期間と考えて本ばかり読んでます。

取り敢えず生活費の切り詰めで
す。

北海道

474 40代 女性 派遣社員 建設 自宅待機・勤務時間
の減少

次の契約更新があるかが非常に不
安

愛知県

475 
20代 男性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

地方公共団体独自の緊急事態宣言
により、1か月間の休業

苦学生であるうえに収入が絶た
れたため、食事は1日1回少量な
ど満足に生活ができず

愛知県

476 

40代 女性 派遣社員 建設 テレワーク者のフォ
ローが増えた

都市部の拠点が完全テレワークに
なり、代表電話とFAXが転送されて
くるので、対応しなければならない
。

夫は正社員だが、旅行業で仕事
が減って収入減、私は感染の危
険があっても休業補償不明のた
め働き続けるしかない。

静岡県

477 
30代 女性 派遣社員 飲食・小売 派遣先からの威圧、

在宅勤務者の補助
もっと仕事量増やさないと契約終
了させる、在宅勤務の正社員のフォ
ロー

ストレス、解雇される不安 東京都

478 
30代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

休園や利用人数減少により正社員
の勤務時間確保の為パートの勤務
時間が減らされる

生活費がやりくりできなくなる 京都府

479 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

勤務時間の激減。雇用調整助成金は
使わないと言われ、週5から週3に減
らされたが休みになった日の休業
補償がされるか分からない。

収入が激減し生活費が足りない 茨城県

480 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

２月中旬から自主的に休み、３月第２
週より休校中。5月より開校予定。
オンラインでないのでそれも心配。
でもオンライン授業ができる見込
みがないように思われ、それも心配
。

2月は１／３、３，４月は無給にな
ると思われる。

兵庫県

481 

30代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

教育関連 変化無し 在宅で全ての業務をオンラインで
行っている。相手は医学研究者のた
め、普通に出勤して、進められる研
究を進めている。

出勤がなくなり、パワハラの上
司と顔を合わせなくて良く、生
活に余裕ができてQOLが上がっ
た。

東京都

482 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

公務公共サ
ービス

内定取り消し 内定後研修まで受けたが保育園登
園自粛を受け、勤務開始日延長が認
められず内定取り消し。

ようやく決まった保育園なので
次の仕事が決まらないと退園と
なる。時期的に就職活動も厳し
いし、保育園退園だと働くこと
ができず負のスパイラルに。

東京都
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483 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

４月始めくらいに明日からは社員だ
けで店をやるのでパートバイトは
しばらく休みです。と突然言われま
した。休業補償もないと言われまし
た。

収入なし。 大阪府

484 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

イベント関
連

解雇・雇い止め, 自
宅待機・勤務時間の
減少

週4のパートが週3にしてほしいと

打診されたが、すぐに出勤0となっ
た。一週間後、店舗閉鎖、社員含め
みんな解雇になった。(グループ会

社は何社か残す予定)

主人がいるので財政的にはそこ
までは困難はないが、私の収入
が、ゼロになったので余裕はな
くなった。保育園に通わせてる
子供がいるので、数か月後に行
き場を失う可能性がでてきた。

栃木県

485 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

製造 自宅待機・勤務時間
の減少, 子どもが家
にいるため働けない

子ども（低学年）の休校により3時間

ほどしか労働できない。
会社として感染症対策が実施され
ていないと感じる

普段の半分ほどの手取りになっ
た

京都府

486 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 子どもが家にいるた
め働けない

調整して休みを取れるようにはし
てもらっているけれど、休んだ日の
小学校休校の助成金の手続きはし
てもらえない。休めない、休まない
人がいる中、休んでいる人にだけ助
成金の申請はできないと言われた。

収入減で困っている 京都府

487 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

大学図書館が閉館になり2か月間の
自宅待機になったため、無収入。６
月以降仕事があるか不安。補償の説
明は無し。

食費を削減している。 東京都

488 

50代 女性 会計年度任用
職員（地方自治
体）

公務公共サ
ービス

来所相談の自粛 緊急事態宣言の全国拡大に伴い、相
談自粛や講座の中止。嘱託職員時代
は月給制だったが、会計年度任用職
員移行後日給制になった。今後交代
勤務や自宅待機になると給料の減
少が不安。対面相談が多く、感染へ
の不安も大きい。

今後、職場の三密防止のため、
出勤人数を減らす可能性有りと
言われている

東北

489 

40代 女性 派遣社員 小売 自宅待機・勤務時間
の減少

週5日勤務から自宅待機に 休業手当が6割になり購入した

定期も日払いになり5月は休業
手当も出るか不明と言われた。

京都府

490 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

不動産 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

チラシやDMの配布が中止になった
ので、それに伴いアルバイトに割り
振られてるチラシの印刷やDMの封
入の仕事がキャンセルになった。

2つ仕事を掛け持ちしています。
その内の一つの仕事がキャンセ
ルになった事により、約1/3の収
入が減りました。

東京都

491 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

通訳・翻訳 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除, 
通訳・翻訳エージェ
ントからの発生ベー
スの案件依頼もなく
なりました。

2月に確定していた海外企業の通訳
案件はすべてキャンセル、その他、
年末まで定期的に安定した予定が
入っていたインバウンドも案件依
頼が3月以降皆無。
英語とドイツ語のトライアルに合
格して翻訳者登録できましたが、英
語圏、及びドイツ語圏の国の状況次
第です。

家賃や光熱費、食費などの生活
維持費が払えなくなる。取り急
ぎ緊急小口資金の申請をしまし
た。アメリカやドイツの友人は
複雑な手続きもなく、既に銀行
口座に政府からの支援給付金が
振り込まれたと言っています。
現状が続くと生活できなくなる
ので、日本も早急に決断してほ
しい。

神奈川県

492 
50代 女性 フリーランス

（委託・請負
等）

PR及び文筆
業

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

キャンセルになった仕事の分を埋
めるために様々な企画提案が必要
になっている

減収になった 神奈川県

493 

40代 女性 パートタイマ
ー

公務公共サ
ービス

一方的に契約変更を
強要された

週5日×5時間の契約でしたが、コロ

ナ対策の為、従業員を2班に分け、

週3日×8時間で交互勤務となりまし

た。休めと言われた週2日分の休業

手当(60%)は、支給しないと言われ
ました。契約変更ならば同意が必要
だと思うのですが、一方的に、命令
されました。

もう少し条件を良くして欲しい
と訴えると、緊急事態なのに協
力できないのかと叱責され、正
社員からのバッシングも受け、
辛い思いをしています。正社員
や、嘱託の人達は休業手当があ
ります。

福井県

494 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

訪問介護 サービス残業の増大 利用者から買い物代行を頼まれる
が、店が混雑しており、時間内にサ
ービスが終わらない。また、訪問時
や買い物の帰りなど、こまめに除菌
や手洗いをしており、時間もかかる
。

買い物代行での数量も増え、疲
労を感じる。まとめ買いしてい
るように見えるのか、レジの人
から嫌そうな顔をされたり、聞
こえよがしに嫌みを言われる。

東京都
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495 

40代 女性 派遣社員 小型家電メ
ーカー

時差出勤、在宅ワー
ク不可、自宅待機し
ても6割保障なしの
可能性

緊急事態宣言前は時差出勤も許さ
れなかったが、宣言後は時差出勤を
派遣も許された。在宅ワークを希望
したが、却下された。自宅待機の話
になると派遣会社から話が出ない
限りこちらからは指示することは
ないと社員上司にいわれた。

給料は今の所通常通りなので、
影響はなし

神奈川県

496 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

競馬場での
清掃業務

自宅待機・勤務時間
の減少, 休業補償の
支払いが無い

2月末日から、無観客レースに伴い

自宅待機を命じられている。2月,3
月,4月5月と契約書と出勤表を提出
済みで、出勤が確定されていた。会
社に休業補償を問い合わせても、契
約書に記載されていない項目の為、
支払い義務はないと言われた。

休業補償が支払いが無いため、
様々な支払いが出来ない（難し
い）状態になっている。単発バイ
ト（派遣）なども探したが、コロ
ナの影響で仕事は難しいと言わ
れた

愛知県

497 

30代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

衣類の縫製
・販売

子どもが家にいるた
め働けない

休園中の子供を見る必要があるた
め、新規の依頼も受けなかったため
休業補償の対象からはずれ、販売商
品を増やす時間も取れなくなった。

夜間は変わらず家事で節約をし
ていますが、食費が増え、収入
は極端に減ったことで、貯金が
減る一方で長くはもちません。

埼玉県

498 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

週5勤務6時間契約が、３月は週3勤
務4〜5時間に短縮。3月末日に明日

4月1日からホテルとの契約が切ら
れたので退職するか、移籍するかの
解答を求められ、突然の事なので、
他のホテル移籍を希望。従業員の半
分以上が解雇となる。現在は自宅待
機ではあるが、有休は解雇、退職者
優先に取得させるので、取得は遠慮
して欲しいと言われる。今月は無給
。

1月19万、2月月給17万、3月10万
でギリギリで生活。今月、無給
であるので、更に貯金を切り崩
すしかない。
休業保障を受けれるのかどうか
。移籍先でも当面仕事は無いと
思いますので、退職し、失業保
険を貰う方が良いのか、迷って
います。

大阪府

499 

40代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

新型コロナウィルスの影響により、
学校が休校となり勤務できなくな
った。

収入がほとんどなく貯金を崩し
て生活している状況です。

富山県

500 

20代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

マンション、
ビル等の定
期的清掃

自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

平時は３、４班で別々の現場に行き
ますが、緊急事態宣言発令後１、2班
に減少してしまいました。更に、会
社の従業員と近しい方が新型コロ
ナウィルスに感染してしまった為、
一緒に現場を回っていた従業員に
対し、自宅待機を命じられました。
会社から休業補償の話は出ていた
が、2週間経っても進展なし。感染
症対策もない。

母と子の2人暮らしでアルバイ
トでなんとかやっている状況で
あり、貯金は数千円しかありま
せん。消費者金融にも借金をし
ている状態であり、まだほとん
ど返済できていません。これ以
上借りると、1回の返済額が大き
くなり借り入れも難しい状況で
す。

神奈川県

501 

60代
以上

女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食 自宅待機・勤務時間
の減少

大学閉鎖の為、営業が出来ない状態
。閉鎖解除されても営業しない方向
が高い。かろうじて緊急事態宣言の
間は６割補償だが、それ以降は不明
、解雇との話もあり不安な毎日を過
ごしている。　

６割補償は有り難いが社会保険
料を引かれると残りはわずか。
生活が成り立たない。

東京都

502 

50代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

旅行・観光
またはその
関連（宿泊施
設、運輸業な
ど）

自宅待機・勤務時間
の減少

社員のみで仕事ができるのでパー
トは3月4月一度も仕事がありませ
ん。ひと月１４０時間以上働いてきま
したが5月も無しと連絡あり3ヵ月
収入なしになりそうです。

収入減、新しいパート先探し 愛知県

503 

40代 女性 派遣社員 不動産関連 特になし 正社員は時差出勤や在宅勤務が実
施されているのに、派遣社員はどち
らも認められていない。日によって
は90％の出社率で、新型コロナの感
染リスクが高く不安を感じる。上司
から「休んでもいいけど、有給休暇
を使ってね」と言われた。

福岡県

504 

40代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

リラクゼー
ション業

自宅待機・勤務時間
の減少

4/18〜5/6まで店が休業となり全く
収入がなくなりました。

収入もなく、仕事をすることも
できず（濃厚接触になる為）家に
いることしかできません。生活
の不安しかないです。

岐阜県
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505 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 自宅待機・勤務時間
の減少

感染防止の観点から検診中止とな
っています。4月15日からずっと休
みです。会社は「一年分の土曜、日
曜日を先取りする形で、休日扱いに
する」と言いました。そのため、有
給が40日分あるのに、申請できませ
ん。

休みの間、正社員は基本給があ
るが　パートは無給で、生活費
が無い。困っているし、とても
悔しいです。労働内容も労働時
間も正社員と何ら変わりません
。同じように採血行為もやって
ます。なのに、なぜ待遇に差が
あるのか。

福岡県

506 
30代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食・小売 解雇・雇い止め 4月23日突然5月からアルバイトは
働けないと言われた。

来月から収入が0円になるので
生きていけない。

東京都

507 

50代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）, フ
リーランス（委
託・請負等）

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

学校仕事は休校に伴い、臨時休業と
なりました。何とか給与を出してく
れるところと無休のところがあり
ます。１３年勤務している非常勤仕
事は、常勤はテレワークができます
が、非常勤はできません。したがっ
て、自宅待機できず、電車通勤を続
けざるをえません。休むと無休にな
ってしまいます。

減収。休業が長引くと雇用の継
続が危ぶまれるのではないかと
懸念しています。

兵庫県

508 
40代 女性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

週3〜4日の勤務がしばらく閉店す

るとのことで勤務日数0日になりま
した

お金を使わないために家で過ご
してます

神奈川県

509 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

２月末より教室が閉鎖となり、稼働
していない。

すでに二ヶ月無収入であり、こ
の先、教室が再開されない限り
、収入はない。再開されても生
徒数減では・・・

兵庫県

510 

60代
以上

男性 派遣社員 製造業 コロナウィルスの影
響で出勤日数調整
（減少）

4月から週5日から4日へ、残業禁止
。派遣先の正規社員は、休業助成金
手続き対応で給与補償するとの事。
私は派遣会社へ相談するように言
われただけで派遣先への調整対応
なし。派遣会社へ相談するも、休業
助成金の対応に消極的。

単純計算で、支給額ベースで4万
円程度減収

埼玉県

511 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

イベント関
連

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

毎年出店しているイベントがすべ
て中止になった。他に　バレエのイ
ンストラクターもしているが　カル
チャーセンターが休みになり収入
がなくなった。

収入がまったくなくなった 奈良県

512 

30代 女性 パートタイマ
ー

美容院 解雇・雇い止め 店舗休業に伴い従業員が自宅待機、
その後全従業員解雇となりました。
全員解雇となった理由は正社員に
失業保険がでるから。
最初は休業補償がでるとのことで
したが解雇を伴うと休業補償はで
きないと言われました。私は雇用保
険に加入義務があるにも関わらず
会社は入らなかった為失業保険が
支給されない。

東京都

513 

50代 女性 派遣社員 出版 自宅待機・勤務時間
の減少

緊急事態宣言後、自宅待機を指示さ
れた。テレワークは正社員のみ。4
月の出勤日数は4日のみ。以降は休

業補償金6割を支払うが、有給休暇
も使うように派遣元から言われた。
状況が長引くことを考えると、有給
休暇を消費することに躊躇いを感
じる。

6割の補償金では生計が維持で

きない。6月まで契約期間がある
が、更新は難しいと予想できる
。次の仕事がすぐに見つけられ
る可能性も高くないと思う。年
齢的を理由に選択肢も狭められ
、先の見通しが立たず焦りを感
じる。

東京都
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514 

40代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

長期休みと同様に勤務を要さない
日とされ無給に。なお、勤務条件通
知書の中では、土日祝日と長期休み
と校長が認めた休業日が休みとな
ると書いてありましたが、教育委員
会からは今回の休校を校長の認め
た休業日だからと言われた。
また、勤務を要さない日に、教育委
員会が認めた休業日という項目を
付け加え、最初のものと差し替える
よう言われた。この休校期間を教育
委員会が認めた勤務を要さない日
にして、休業補償などの一切の支払
いはしないということ。

給料が無くなる。 静岡県

515 
60代
以上

男性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

小売 解雇・雇い止め 2月より収入無し 千葉県

516 

30代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

IT 解雇・雇い止め, 仕
事のキャンセル、請
負・委託の解除

予定された仕事があったため開業
したが、その仕事が無くなってしま
った。外出自粛のため、他の仕事を
探す手段も従前に比べかなり限定
されており、見通しが立たない。

貯金を切り崩して生活せざるを
えない。開業したばかりであり
、その点で見ると収入の減少が
証明できないことから、現在実
施や検討がされている公的な生
活支援策では網からこぼれ落ち
てしまう。

東京都

517 
30代 女性 派遣社員 医療・福祉 派遣期間終了し、次

の職場が見つからな
い

前から、4月中旬で派遣期間終了と
されていて、次の派遣先が見つから
ない

今後、給料が減っていく 大阪府

518 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

医療・福祉 子どもが家にいるた
め働けない

小学校が休校しており、子供が登校
できないため出勤できない日が増
えている時給制であり、収入が減る
。社会保険加入しているため、月に
120時間以上は出勤しないといけな
いが、休校で子供をみているためク
リアできていない。

娘は4月に小学校入学したばか
りです。特別休暇で対応して欲
しいと上司へ伝えたが、常勤・
嘱託・臨時職員以外は特別有休
の対象でなく、子供の休校のた
めの休みは無給と言われた。コ
ロナの影響で業務内容が変わり
、休まされることもあった。
120時間の出勤をクリアするた
めにパートは毎日出勤している
が、常勤は週に2日は自宅待機
の命令あり。医療機関で健診と
外来を交代で対応しており、２
０～５０人/日の受診者と１５人
程の職員と接触がある。車通勤
であるが、１日の接触人数が不
特定多数なので不安。雇用格差
を感じる。

沖縄県

519 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

週に1回及び2回休むよう言われ、ま

た出勤日も4時間早く帰らねばなら
ない状況

バイトなので収入が大幅に減少
する。また助成金をうけること
が出来るのかどうか…社長は減
った分を助成金申請してまで出
しそうにないので尚更それで生
活費が心配の一点。就職活動を
行っても難しそう。

大阪府

520 

10代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

塾を休みにした為に、休まされたが
、補償はない

アルバイトですが、母子家庭な
為、学費の足しにしていたが、
それも出来ず、母に負担がいっ
ているのが苦しい。休業補償が
ほしい。

大阪府

521 

50代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

インターネ
ットのアン
ケートサイ
トで回答を
する

アンケートに答えら
れない

アンケートサイトに登録している
のですが一定の数（かず）に達しな
いと御金が貰えないので困ってい
ます。

京都府
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