
新型コロナウィルスによる仕事・雇用への影響　緊急アンケート　自由記述　　　　　　

2020.5.1～6.15（第3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

522 

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, 無期限の自
宅待機。実質雇い止
め。

週5～6のレギュラー勤務→無出勤

。正社員数名で営業しており、学
生含むアルバイトのみ急な雇い止
め状態。

無収入。無保証。次の仕事を探
さないといけないのかも解らな
い。

大阪府

523 

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

有給休暇消化。有給休暇が残り数日
のみでその後は欠勤扱いになり、収
入が得られない。
また、正社員のみの対策だけで、パ
ート営業は具体的対策なく有給休
暇を使ってくださいとの指示のみ。
子供の休校での休暇ももちろん欠
勤扱い。

子供の私学高学費、寮費、部費
は通常通り引き落とされるが、
帰省した食べ盛りの子供の食費
がかかり　貯金が底をつきそう
。

群馬県

524 
20代 女性 派遣社員 建築 自宅待機・勤務時間

の減少, 非正規のみ
出社

時短でもみなし勤務で10割出るが
、出社

コロナの感染者が身近ででたか
ら不安

東京都

525 

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月末に自宅待機といわれ、１週間
後に契約解除すると言われた

無職になったので収入なくて困
ってる

大阪府

526 

40代 女性 雇い止めによ
る無職

無職 解雇・雇い止め 三月末に雇い止めになったが、退職
手続きが遅れており、各種手続きが
進まない。最終の給与の明細や退職
源泉表もいまだに出さない。

保険証が作れない。

東京都

527 

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, 仕事のキャ
ンセル、請負・委託
の解除

スクールが休校となり、勤務時間が
ゼロになりました。個別指導もキャ
ンセルになりました。

月１０万以上の損失が出ていま
す。

神奈川県

528 

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

何もナシ 変化無し 毎日満員電車で出勤しなければ
ならず、コロナにいつ感染する
かと思いながらで、ストレス。

神奈川県

529 
30代 女性 派遣社員 電気事業 特になし。普段どお

り出勤している
正社員はテレワークになったため、
仕事の負担が増えた

通勤は車なので交通量は減って
通いやすくなった

香川県

530 

40代 女性 派遣社員 金融 派遣社員は勤務時間
の変更希望を申請で
きる

給与補償は一切ないので変更なし。 社員やパートは週1-3日しか出
社しないので派遣で仕事を回し
ているため以前より疲れる。

愛知県

531 

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）

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

仕事が全てキャンセル。 30万以上あった給料が0円、既
に三ヶ月以上です。貯金切り崩
し。アルバイトをしてもいいが
、コロナになったら仕事に復帰
時、敬遠される為、とりあえず
自宅待機。

京都府

532 
40代 女性 無職 無職 再就職がしにくい 体調が悪く1ヶ月、仕事を見つける

事が出来ませんでした。

とても苦しい状況です

大阪府

533 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

工場勤務 自宅待機・勤務時間
の減少

2020年3月→週30～35時間勤務

2020年4月→シフトになり週12～
18時間

2020年5月→シフト週6時間

子供の学費が払えなくなるかも
しれないと不安がある。

栃木県
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（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

534 

50代 女性 派遣社員 教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

・業務：大学情報処理センターイ
ンストラクター
　学生、教員の質問対応、講習会
企画などを担当
・3月下旬、対応対象である学生が
登校禁止のため最初明確な業務が
ない限り休み（ただし休んで良い
という言い方。ニュアンスは「休
め」有給があれば有給をとのこと
。）と言われる。有給がまだない
ので欠勤した
・4月中盤からはオンライン授業準
備サポートの講習会という臨時業
務が発生し、明確な業務（事前指
示）あるときのみ在宅勤務許可、
なければ休むように言われる（た
だし休んで良いという言い方。ニ
ュアンスは「休め」）。
・5月連休明けは、学生登校再開に
向けて本来業務の準備のため、週
2-3日まで在宅（大学方針か？理由
不明）してよい。他の日は出勤可
と言われる。

派遣社員（10名以上）のなかで在

宅が認められたのは私含め2人と聞
いています。自分の部署のもう一
人の派遣社員は扱う情報のセキュ
リティ等の理由で在宅不可と言わ
れたそうです。

勤務日減少による収入の減少

東京都

535 

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, 自
宅待機・勤務時間の
減少

５月末でパートは全員解雇されまし
た。
正社員も今、希望退職をつのってい
ます。

来月から収入がなくなり、失業
手当てはもらえますが、その額
では生活していけません。

福井県

536 

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

イベントに出店していましたが7月
中のイベントまですべてが中止と
なり、給料が０

夫の収入のみになり、家計がひ
っ迫しています。

東京都

537 
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

4/8より店舗休業となり再開目処未
定

雇用調整助成金を適用してくれ
ず会社規定での6割補償で給料
は半減

京都府

538 50代 女性 派遣社員 メーカー（自
動車）

解雇・雇い止め ３月末にて契約終了のため、現在求
職中

配偶者の扶養家族に変更
神奈川県

539 

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

4/8より自宅待機 収入が減り、(週四以上勤務のパ
ートアルバイトは出勤予定日の
賃金6割は保証されている)生活

が苦しい。また、週3回以下の出
勤のパート、アルバイトは何の
保証もく賃金が全く貰えない。

東京都

540 
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

結婚式の延期によりパートは出勤
なしになりました

収入の減少

福岡県

541 

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

無期限無給自宅待機 収入がゼロになり死にそう

大阪府
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（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

542 

40代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

教育関連 大学からの4月初め

の連絡で4月は対面
授業がないこと、学
生には専任教員から
課題を出すので非常
勤講師は4月は無給
と。

ただし4月の授業回数分に相当する
課題を独自に学生に課すなら賃金
は支払うと。後者を選択したが出勤
しないので勤務確認手続きが別途
必要で専任教員の押印が必要と。非
常勤講師は初めて使うWEBシステ

ムで課題をアップするために100頁
のマニュアルを読み悪戦苦闘して
いるうちに勤務確認書類が整わず。
4月分賃金は5月でなく6月以降に。

さらにZOOMでの授業も可能とす
るから希望するなら自前で機器を
揃えろとのお達し。

低所得なので、わずかな額でも
一カ月賃金が遅れるのは困る。

宮城県

543 

30代 女性 派遣社員 法律・特許
事務所

自宅待機・勤務時間
の減少

リモートワーク環境が利用できる
のは正社員のみで、部署の社員は
月1～2回の当番業務以外は、基本
自宅で仕事になっています。しか
し派遣社員は週3日の勤務で2日は
自宅待機です。
仕事が減るわけでもないのに、週3
日で5日分の仕事を残業なしでさせ
られるため、仕事が終わりません
。仕事が終わらないからせめて週4
日にしてほしいとお願いをしたら
、部署全体で決めた「週3日の勤務

で2日は自宅待機」の方針は変えら
れないとつっぱねられました。

そもそも、事務所自体は規模も大
きくリモートワークができるのに
、派遣社員にノートパソコンの支
給などの設備投資はされず、出勤
してのみの仕事のため、危険手当
がほしいです。
1日おきに出勤と自宅待機の繰り返
しのため、生活リズムがくずれて
しまいます。
また、広いオフィスに出勤者は数
人で、ちょっと聞きたいこともメ
ールで聞かないといけないのは正
直面倒です。顔が見えないため、
ちょっと聞けばすむことでも、メ
ールにて対応のため、行き違いが
生じたりしています。

今のところ休業手当は満額支給
はされています。しかし、3か
月ごとの契約の更新のため、次
の契約更新がされるか心配です
。

東京都

544 
40代 女性 フリーランス

（委託・請負
等）

会議準備運
営

仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

コンベンション開催中止延期によ
る請負業務キャンセル

収入は80%減

大阪府
545 50代 女性 派遣社員 通信系 別に変わり無し 埼玉県

546 

30代 女性 派遣社員 医療情報発
信サイト運
営会社

派遣社員は基本出社 ４月は自宅待機に。給与は出ないの
で、有給休暇消化。５月から派遣社
員は基本的に出社。正社員は在宅勤
務がほとんど。仕事の量もさほど多
くはない。そんな中、リスクを負っ
てまで通勤するのが嫌になるが、雇
い止めされそうとなると、何も言え
ない。

埼玉県

547 
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

週５日あった仕事が、週２日になっ
た。

収入の激減

愛知県

548 

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

4月は週2日出勤してそれ以外は在

宅待機、5月以降のスケジュールは
自由に組めます。

5月以降の在宅待機は休業手当

てとして60%の日給を支給する
ことになっています

東京都

549 
40代 女性 派遣社員, パー

トタイマー・
アルバイト

金融 土日祝日は休業とな
りその分収入が減っ
た 埼玉県
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（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

550 
50代 女性 派遣社員 ソフトウェ

ア
自宅待機・勤務時間
の減少, リモートワ
ーク

4/8からリモートワーク。4/27から

5/14に一時帰休2日間あり

特に無し

神奈川県

551 

30代 男性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

物流 いつ契約解除される
か分からない

大量に注文が入っているにも関わ
らず、人は常に少ない分仕事は激務
で、一日の中でやり切らずやり残す
と戦力外通告を受ける危険性と常
に隣り合わせである。

戦力外通告を受ければ、生活に
すぐ支障が出かねない上、見合
った給与でない事が気掛かりで
ある。

神奈川県

552 

40代 女性 派遣社員 公務公共サ
ービス

在宅勤務 セキュリティに厳しい公的機関で
あるものの、在宅勤務に伴って規定
がなし崩し的に撤廃され、私用パソ
コンを用いての業務遂行となって
いる。

専用サーバーの回線数が少ない
ため、接続時間が厳しく制限さ
れている（30分×3回/日）。そのた
め、深夜の空いた時間帯にこっ
そり接続して業務を行なうしか
なく、無賃労働となっているう
え、寝不足が常態化している。

東京都

553 
40代 女性 派遣社員 金融 待機なし。通常通り 変化なし 電車通勤が危険と判断し、自ら

車通勤にしたことによる経済負
担

愛知県

554 
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

通常、月平均に40～50万円程度の

収入が3月～8月までほぼゼロ見込

持続可給付金と、貯金の切り崩
し。

大阪府

555 
40代 男性 パートタイマ

ー・アルバイ
ト

食品製造・
販売会社

自宅待機・勤務時間
の減少, 机などの配
置変更

勤務延長の可能性もあったが、中止
になり契約期間満了で退社

来月以降の収入源がなく、雇用
も現状は減少中です。

山口県

556 

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が出始め

勤務数が減少

3月 4月 5月勤務ゼロ

給料が3月 4月 5月と無収入

三重県

557 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

建設コンサ
ルタント

自宅待機・勤務時間
の減少, テレワーク

4月上旬～自主的に休むよう求めら
れ、数日の自宅待機（無給）。在宅勤
務を強く求め続け、4月下旬～在宅
テレワーク開始、週一日出社。

テレワークで通勤ストレスがな
くなり、仕事しながら明るい時
間に家事が出来て良い。
家が狭く家族もいて、仕事に適
した環境が確保出来ていない。
光熱費・通信費もかかる。郊外
に引っ越したい。

東京都

558 

40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

ホールでのイベントやコンサート、
ミュージカルが中止・延期のため
一切仕事がありません

無収入の状態です

大阪府

559 
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

大阪府

560 

20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月末頃からキャンセルが増え始め

、3月から9割以上仕事減、3密を不
可避な職業なので、いつまで続くの
か不明

収入は雀の涙程。キャンセル料
の支払いもないので貯金でなん
とかしている状況

愛知県

561 
30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月末より、事業所得0 新規の仕事が入らないため、計
画が立てれない

大阪府

562 
50代 女性 契約社員（フル

タイムの有期
雇用社員）

web 在宅勤務 在宅でも業務に支障ないことがわ
かった

食費が増えた

東京都

563 40代 女性 中学校非常勤
講師

教育関連 自宅待機・勤務時間
の減少

収入減 税金支払いなど困窮
岡山県

564 

50代 男性 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月初旬を最後に一切の仕事がキャ
ンセルになりました。また現状今後
の予定も無い状態です。

全く収入が無くなったで僅かな
貯蓄を切り崩しながらの生活が
続いてます。この状況が続くの
であれば間違いなく生活出来な
くなります。

大阪府
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（1）
年齢

（2）性
別
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565 

20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

ライブハウスの現場メインに1日ず
つの更新で業務を請け負っていた
が、自粛要請により、ライブハウス
の営業自体が無い為、仕事がゼロの
状態になってしまっている。

仕事依頼がゼロの為、収入もな
くフリーランスなので保証もな
い。

大阪府

566 

40代 女性 元派遣社員 印刷 解雇・雇い止め 仕事自体も暇になり残業が減った。
次の仕事先もコロナの影響で募集
キャンセルになってしまった

解雇されたので生活が苦しくな
った

大阪府

567 

30代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）

イベント関
連

解雇・雇い止め, 仕
事のキャンセル、請
負・委託の解除

３月から５月全て発注キャンセルと
なり一切現場に出てない状況

貯金をくずしている　来月から
秋が生活費困りそう

大阪府

568 
40代 女性 派遣社員 医療・福祉 解雇・雇い止め 4月から自宅待機後5月末の契約で

終了

現在次の仕事を探している最中
だが、募集もあまりない

埼玉県

569 

40代 女性 求職中 求職中 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

長期派遣を契約満了前に終了→氷
河期求人でやり直しを図ろうと派
遣で仕事を探しつつ、情報収集→
市役所の激短派遣に行く3/28～4/7
→4/5に7日までの仕事がコロナの
影響で短縮された、交通費は出さ
ないけど給料出すと派遣の営業か
ら電話→緊急事態宣言

次の仕事があるのか不透明。
就職氷河期求人がコロナで吹っ
飛んでいった気がする。

福岡県

570 

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

イベントが全て中止になった為、2
月末から今現在5/13まで全ての仕
事がキャンセルになった。

子供の育児資金として貯めてい
た貯金を切り崩して生活をして
いる。

大阪府

571 

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

ライブ一本ずつの契約なので、通常
はひと月あたり20から25本あった

仕事が、3月は3本、4月5月はゼロに

なった。
日程延期の場合はキャンセル料が
発生しないとのことで、5月15日の

時点で6月の仕事は3、4月から延期

予定の分も含めて7本に。
ただし自粛要請があれば無くなる
と思われる。
そして、キャンセル料支払いの決定
は未だなされていない。

4月末日の支払いから収入は激

減、5月からはゼロなので、個人

事業主としての収支は毎月40万
ぐらいのマイナスとなっている
。
その不足分は貯蓄を切り崩して
生活に充てているが間もなく底
をつき、6月からは持続化給付金
と特別定額給付金で賄うことに
なる。
収入がもとに戻るまでに借金な
しでやっていけるかが分からな
い。

大阪府

572 

40代 男性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

IT 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, 休業

休業する人が増えた。 収入減少。

岐阜県

573 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

観光系飲食
店の印刷物
制作

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

無補償休業 子供の保育所が自粛により登園
出来ない為、再就職を探せず、
また、無補償休業の為、生活費
にも影響がある。

兵庫県

574 
50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

3月からイベントの中止やライブハ

ウスの自粛などで仕事が0に。

収入0でもう2ヶ月半以上自宅待
機、貯金の切り崩しで生活。

大阪府

575 

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

3ヵ月勤務がありません 収入の減少

愛知県

576 

60代
以上

女性 派遣社員 公務公共サ
ービス

期間限定で１ヶ月か
ら３ヶ月未満ばかり

長期の契約が紹介してもらえなく
なった(4月から派遣交通費発生も

理由の一つ)

３月迄は１年以上働けていたが
、このまま干されると、年金も
まだ貰えずとても苦しい生活に
なる

東京都
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577 

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

緊急事態宣言で園児の登園自粛で
利用人数が減り、その結果、普段は
仕事面で頼っているはずの多くの
パートは、小さい子どもがいるいな
い関わらず、休まされている。出勤
する日も稀。約3ヵ月間このような
状態なのに、有給休暇と別に『特別
休暇』を導入というものの、それが
たった『数日』のこと。

収入が減ったのに、要り用が増
え、負担。

京都府

578 

40代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

イベント関
連

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

2/25から現状で6月末までは全て、8
月の一部の公演が中止または延期
になり仕事はキャンセル。そして新
規発注は皆無。キャンセル料をいた
だけたのも数本で収入ほぼなし。決
定で押さえていた日雇いフリーさ
んには全額補償で支払い続けてい
ますが、そもそも雇用保険に入る義
務がないので雇用調整助成金は適
応外で申請できず。逆に企業に支払
いをお願いしようとも思いました
が1日上限が低すぎて大きく企業側
の負担になるので断念。そしてバイ
トは適応していますがフリーには
適応するのかもわからない。

貯蓄を使い生活はしていますが
、支払いは止まらないので後は
時間の問題。ほぼ部屋で引きこ
もり生活です。

埼玉県

579 

30代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

映画館 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

小学校の休校により働けていない
が、企業が保護者への助成金制度を
使用してくれない

収入が月8万減りました。夫も収
入が減ったので、これでは生活
できません

大阪府

580 

50代 男性 派遣社員 製造 自宅待機・勤務時間
の減少

元請けの工場が稼働停止になるた
め、4月7日から5月1日までの休業

になりました。

その後GWの休みを挟み11日から
仕事の再開予定でしたが、元請け先
の減産の為17日までの休業、さら

に昨日31日までの休業の連絡が来

ました。　

11日からの工場は正規社員と中国

人実習生での生産をしています。

派遣社員の人だけ31日までの休業
になります。この後の予定は多分月
末に連絡がきます

休業中は休業補償という事で1
日の給与の6割の保証が出ます

が、5月はGWの休みもあり6月
の給与がかなり減ります。
派遣会社からも保証はありませ
ん

群馬県

581 

40代 男性 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

自粛による仕事の激減 金銭的な困窮

大阪府

582 
40代 その

他
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

3月以降全ての仕事がキャンセルと
なっており、無収入の状態が続いて
います。

貯金を切り崩していますがもう
持ちません。

奈良県

583 

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

2月最終週から8月にかけて依頼を

受けていた仕事のうち99%がキャ
ンセルになり、収入ゼロが続いてお
ります。学校関連の仕事は6月から
再開の見通しが立ってきましたが、
それ以外(自身の売り上げの3分の2
を占める)イベント関連の仕事は、
全く再開の見通しは立っておりま
せん。

現在は貯金を切り崩しながら、
節約生活を送っています。持続
化給付金は給付されましたが、
このまま仕事の再開がされなけ
れば、秋にはお金も尽きてしま
います。

大阪府
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584 

50代 男性 有期雇用を５年
以上繰り返し
無期転換した
が、実態は業務
委託に近く、非
正規の仕事を
掛け持ちして
いる。

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

予備校での給与は年間授業コマ数
で計算した給与を１２で割ってひ
と月ごとに支給。対面授業は中止
になったが、予備校はコマ給を払
うといって、給与は実際に４月か
ら振り込まれている。しかし、私
は、コマ給で計算した基本給が低
く抑えられていて、コマ給だけで
ないそのほか業務を中心に、出来
高払いで全体の給与をもらってい
た。その出来高がなくなり、４月
の手取り給与は６万円台だった。

日本語学校は、２０１４年から非
常勤講師をして、ネパールやベト
ナムなどから来た留学生に日本語
を教授している。ここは、はじめ
から「労働契約書」をよこさない
ので、自分がどのような身分でど
のような条件で働いているかもわ
からない。３月から５月いっぱい
まで閉校となり、今まで月に５万
円前後あった給与が入ってこない
。

生活のために４月から予備校で掛
け持ちをしようと思っていて契約
も結んだ。しかし、４月から７月
くらいまで休校ということで、仕
事がなくなった。予備校の方から
、「これは当校の責任ではない免
責事項なので、給与補償はしない
」との連絡があった。

なるべく消費と外出を控えて、
貯金を当てながら暮らしている
。

宮城県

585 40代 女性 派遣社員 飲食・小売 自宅待機・勤務時間
の減少

館が休業の為自宅待機。
京都府

586 
30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

イベントや披露宴などのお仕事が
ゼロになりました。

収入がゼロになりました。

大阪府

587 40代 女性 派遣社員 製造業 自宅待機・勤務時間
の減少

9時-18時勤務から9時-17時勤務に
時間短縮勤務。

月およそ3万-4万の収入減

東京都

588 

40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

週3日程度勤務していたが、安全の

ためキャンセルが相次ぎ、4月中旬

から1か月間勤務が0になり、5月後
半も半分以下の予定。

手当がなく、給与が減った。4月
分は半減と5月分は1/5程度に減
った。

滋賀県

589 

50代 女性 フリーランス
（委託・請負
等）, 手作り作
家

インストラ
クターを手
作り作家　二
つの仕事を
しています。

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

カルチャセンターが休業につきレ
ッスンができず　自宅待機中。
幼稚園への出張講師の仕事も休み
になりました。

毎年出店している
手作りイベントは３月からすべて中
止となっています。
秋のイベントもすでに中止が決ま
っているところもあり、ただただ　
不安です。
出店するには前もって出店代を振
り込まなければいけません。

その余力はありません。
今年１年はイベントの復帰も難しい
と思っています。

収入が全てなくなりました。
手作り作家分は生活費でほぼな
くなるので確定申告もしていな
いので

持続化給付金も期待できない。
町役場では対応がとても悪く　
どこへ相談していいかわからな
い。
家賃　税金　光熱費　じっとして
いてもいるお金がたくさんある
ので
不安でしかたない。　

奈良県

590 

40代 女性 派遣社員 機械系検査 自宅待機・勤務時間
の減少

4/13～自宅待機。派遣の再開はまだ
未定だが、再開しても月～金のフル
ではなくローテーションになる見
込み。

派遣元の営業から、休業手当で
給料を６割保障します。と電話
で話があったが、１日分の休業
手当が４割でした。

京都府
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591 

50代 男性 フリーランス
（委託・請負
等）

広告業 仕事量が3分の1減 広告代理店からの依頼による仕事
ですが顧客のクライアントが休業
状態で広告激減

しばらくは蓄えを切り崩して凌
げるが長期化すると生活困窮
（利用できる給付制度は利用）

千葉県

592 

40代 女性 契約社員（フル
タイムの有期
雇用社員）

通信系 自宅待機・勤務時間
の減少

週休2日が週休3日に

時短も有り

1日増えた休みは60%保証有り

時給制なので給料が減って支払
いが滞る

千葉県

593 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト, 大阪観光専
門学校の非常
勤講師

教育関連 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

4月から現在に至るまで一度も勤務
できておりません。（正規の先生方
のみで5月15日よりオンライン授業
を開始。）

講師業の収入なし。週3日のパー
トをして繋いでいます。

大阪府

594 

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

営業時間の短縮が3月から始まり、

4月中旬から臨時休業となりました
。出勤は社員が優先され、アルバイ
トはほとんどシフトに入れません。
休業補償がされると言われました
が、最低限の6割補償に届かない金
額です。

コロナ前の6割に満たない収入
なので、貯金を切り崩して生活
しています。

大阪府
595 40代 女性 派遣社員 飲食・小売 解雇・雇い止め 派遣切り 収入が半減 山梨県

596 

30代 女性 派遣社員 電器機器メ
ーカー

自宅待機・勤務時間
の減少, 雇い止めを
匂わせる発言を受け
た

週に一日の自宅待機 収入減

東京都

597 

30代 女性 派遣社員 保険事業 自宅待機・勤務時間
の減少, 交通費の日
払い

週2勤務で交通費が日払いになった
。日払いと言われたのも、定期を買
った後に知らされ、定期代も元から
満額支給ではない。休業手当も社員
の8割とは違い6割。

社内での3蜜は変わらない。

保険や税金、携帯代、家賃に光
熱費などの支払いが辛い。電車
や職場での蜜がストレスになり
、疲れる。

10万を貰えても、支払いに追わ
れるので足りない。遅い。アベ
ノマスクはもういらないので、
その分の金が欲しい。

埼玉県

598 

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 4月以降、シフトに入れてもらえな

くなった。4月16日から休館中。

休業補償も申請していただけず
、4月から赤字分は貯金を下ろし
て生活しています。娘の大学受
験(現高三)のために貯めていた
貯金です。

京都府

599 

60代
以上

男性 フリーランス
（委託・請負
等）

建設業 仕事のキャンセル、
請負・委託の解除

４月５日より仕事が自粛されました
。都営住宅の改修工事のためです。
早くても来月半ばからです。ずっと
無収入です。東京都は助けてくれな
いのですか?自粛させておいて、保

障なしですか?

４月５日から次に始まるまで収
入なしです。影響大です。家賃
は給付あるみたいですが我が家
は住宅ローンはらえません !光熱

費も税金もです!

東京都

600 

40代 女性 派遣社員 ゲーム 在宅勤務 在宅を許可されてありがたいので
すが、社員は手当てが11万もでた
のに私たち派遣は光熱費なども支
払っているにもかかわらず出ませ
ん。

上記に記載した通りです。また
、派遣元が派遣業から撤退する
にあたり、私の有給は次の契約
派遣元に引き継がれずまた１か
ら半年も支給まで待たされます
。同一労働同一賃金の法の抜け
穴をうまく駆使し、ボーナスも
条件も全くよくなりません。

東京都
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（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

601 

60代
以上

男性 派遣社員 自動車部品
の金型製造

自宅待機・勤務時間
の減少

週5日勤務（月曜～金曜）から週4日
（火曜～金曜）へ変更（2020/4月か
ら）

派遣元から派遣先へ、休業補償
の件を問い合わせていただきま
したが、派遣元より派遣社員に
ついては、対応してないとの事
。よって、有給休暇を利用して
、休業日分を補填した。
現在、5月分も同様な対応した

為、10日間分やむなく消化しま
した。

埼玉県

602 
40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

雇用の継続を希望したが、受け入れ
てもらえなかった。

私のパート収入がなくなったの
で、生活が苦しくなった。

石川県

603 

40代 女性 パートタイマ
ー・アルバイ
ト

製造業 部署によってパート
の勤務内容が変わっ
ていた

いわゆる大企業の中でパートとし
て働いているが部署によって自宅
待機の所もあれば、パートだけ出勤
でテレワークはさせてもらえなか
った。

私は自転車通勤で子供もある程
度大きいため、通常と変わらず
出勤できていたが、それでも緊
急事態宣言のさ中にパートだけ
会社に行き続けるというのは精
神的にもきついものがあった。
ある部署では突然明日から自宅
待機を言い渡され、その本人は
当然、パート全員が自宅待機だ
と思われていて、数週間ぶりに
出勤したら自分の部署だけが自
宅待機であった事を知り、驚い
ていた、その上、上司からこの
事は他言しないようにと口止め
までされたと言う。また、自宅
待機中、しかも定時後に自分の
携帯に仕事の電話も入ってきた
りして大変困られていた。

大阪府

604 

60代
以上

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

学校が休校や分散登校になり、仕事
が激減

収入が、激減で、預金をくずし
ている。食費以外は支出できな
い。

愛知県

605 

40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

緊急事態宣言中は出勤自粛という
ことで、通常の予定より５割以上
削減。宣言が解除された現在も製
造量が減って仕事がないとのこと
で５割減を継続（通常週５日出勤
のところ１日～２日のみ）給料の
補償は無し。

主人の勤務先も出勤自粛および
生産量減少のための休務が続い
ており給与が減っているため、
住宅ローンや子供の学費（私立
高校）の支払いが厳しいです。と
りあえず貯金で対応しています
が長く続いたらどうなるかとて
も不安です。

茨城県
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