
とも特 LINEアンケート「マスク配布どう思う？」 

 

河北新報「読者とともに 特別報道室」は４月２日、政府の布マスク配布の方針につ

いて、LINEの友だちの皆さんに感想をお聞きしました。原文のままご紹介します。 

 

『安倍晋三首相は１日、繰り返し使える布マスクを全世帯に配布する方針を明らかに

しました。再来週以降、東京都など感染者の多い都道府県から順次、１住所に２枚ず

つ郵送します。費用は「１枚 200円程度」で世帯数は全国で 5000万余り。予算規

模は 100億円以上に上るとみられます。ＳＮＳでは「アベノマスク」とやゆする声も聞

かれます。皆さんはこの方針をどのように受け止めますか。「５人家族なので２枚では

足りない」「並んで買うよりはまし」「仕事がなくなったので、一日も早い休業補償を」

など、ご自身の状況を踏まえて教えていただけると助かります。』 

 

■市中に十分マスクがあるなら必要ないでしょう。しかし暇な老人が毎日マスク買い

占めのためにドラッグストアに並ぶ始末。こうした風潮を緩和するためには仕方がな

い政策でしょう。やらぬよりはマシです。これで買い占めが少しでも無くなればいい

のですが。 

 

■正直、ちゃばんです。国民の生活を何も分かっていない。まぁ、御夫人も、何考えて

るかわかりませんが。普通なら、SNSアカウントなんか削除して使わせないでしょ。 

 

■子供が 3人の時点でマスクは 2枚では不足です。今すぐに余計な予算は使わず、

別の緊急対策を考えて欲しいです。（仙台市若林区 会社員 ４０歳 男） 

 

■2枚だけでは、足りなすぎる。そして、大人用よりも子供用がどこでも売っていな

い。せめて家族の人数分で、1週間過ごせる分の布マスクを欲しい。（大崎市 公務員 

40代 男） 

 

■私は、安倍総理のコロナ対策に理解をしている一人ですが、今回だけはマスク二枚

では気休め程度、それより早く助成金をください。（年金生活者） 

 

■我が家は 6人家族 2枚の布マスクでは足りません。衛生面から考えて、使い捨て

のマスク一箱が欲しいです。（大崎市 保育士 42歳） 



■ひどい無駄金だと思います。暇を持て余してる老人がマスクを買い占める抑制に

もならないし乳幼児用か？ってサイズが頭悪すぎる。（仙台市宮城野区 派遣 36歳 

女） 

 

■"別荘族が都内から八ヶ岳山麓に避難している"と今日知り、"配布先が 1世帯毎"

では無い事に、"上手く別荘を持つ高所得者層にマスクが多く届く方法を見付けたも

のだ"と、半ば呆れています。（仙台市青葉区 主婦 44歳） 

 

■一国の総理大臣ともあろう安倍晋三のやっとだした、対策がこれ皆んな日本を出

よう情けない。（仙台市若林区 自営業 58歳 男） 

 

■マスク頂いても仕事がなく外に出ることも無いので正直いらないです。少しでも構

わないので現金給付があると有難いです。マスク給付の予算 100億円を他の形で

給付することは出来なかったのかと思います。（仙台市 接客業 20歳 女） 

 

■うちは８人家族、１住所に２枚ずつ郵送は意味がない。それと、郵送料が莫大にかか

ると思う。予算規模は 100億円以上に上るとのこと、現金給付等実効性のあるもの

にしてもらいたい。マスク２枚は即刻辞めてもらいたい。（宮城県利府町 公務員 ６３

歳 男） 

 

■100億円以上掛けて全戸にマスクを配るよりも一刻も早く 軽症者を入院させる

仮の収容施設を作るか、ホテルを借り上げるために使ってほしいです。（東松島市 

57歳 主婦） 

 

■そもそも何で 2枚？そんなことより普通にマスクを買える環境を整えてほしい。

（仙台市泉区 介護職 38歳） 

 

■一世帯に 2枚とはふざけたことをと思いました。国民を馬鹿にしているとしか思

えない。なぜ国の力で 2月から国内でマスクの増産をしなかったのか不思議です。娘

は仕事でマスクが必要です。1か月以上、毎日洗って使用しています。日本はそれし

かできないのでしょうか？不安ばかりです。2枚郵送する分、医療機関に回して欲し

い。自民党の皆さん。真剣に考えてほしいです。（登米市迫町 55歳 会社員 女） 

 

■立体縫製もされていないマスクなど要らない。（仙台市 23歳 会社員 女） 

 



■何も対応しないよりマスク 2個でもありがたい。とにかくマスク不足。外出できな

い状況なので外出する人が、買い物に行く時にマスクすれば良いこと。自分の中では

ロックアウトしてます。自分がかからないとダメなのが人間、今やれることを徹底的に

やるしかない。ニュージーランドでは、感染者少ない時に素早い対応している。見習っ

てほしいよ。（仙台市太白区 自営業 ５９歳 男） 

 

■私は普段からリスク回避のために行動していたため、コロナウイルスが取り上げら

れる前からマスクには困ってません。花粉症もあり、予備を準備していたこともあり

ますが。医療従事者、お年寄り、どうしても病院に行かなくてはならない人などに優

先的にマスクを回していただきたいですね。それと学校は休校を継続、早期の厳罰が

あるロックダウン対応を希望します。→老若男女関係なく、公平な対応を切に願いま

す。（仙台市若林区卸町 会社員 34歳 男） 

 

■医療機関に使い捨てマスクを回すために、国民には布マスクを配布するという情報

があります。確かな情報を伝えるのがマスコミですよね。なぜ、布マスクか？なぜ、２

枚か？そこを詳しく取材してください。その伝え方によって、私たちの受け取りかた

も変わります。（多賀城市 パート 50代 女） 

 

■今回の政策は全く意味が分からず、こんな人が国のリーダーなのかと改めてガッカ

リしました。外国は金銭面における補償をし、少しでも解雇を減らす努力をしていま

す。今、コロナの影響でかなりの人数が解雇されています。それは、職種は関係ない

と思います。総理は解雇されている方々を見捨ててるのかなと思います。このままで

は日本全体がコロナに侵され経済もまわらなくなり、貧困層が増えより悪循環になる

と思います。きちんと現実を見て、それ相応の対応をすべきだと思います。それが出

来なければ総理とその取り巻き全てを辞職させ人を変えるべきです。（大崎市 会社

員 ２8歳 女） 

 

■100億でも 200億でもかかっても良いので各家庭人数分配ってほしい、予算足

りないければ、国民の代表である国会議員の歳費をカットして当てて国民を守るくら

いの気持ちを持ってほしい。 

 

■そのお金があったら、医療拡大に使って欲しいです。マスクはなんとかなります。一

家庭に 2枚は、平等にみえて平等ではありません。毎日努力している医療現場の職

員や入院患者にあげて欲しいです。（石巻市 非常勤講師 63歳 女） 

 



■無償配布じゃなくて良いので、その費用でマスクの安定供給の施策に使うべきで

は？それすら未だに出来ていない安倍の無能さに呆れます。全く国民目線に立って

ない育ちがボンボンだから仕方がないのでしょうか？ 自分はフリーランスの為感染

したら一気に収入もゼロになります。政府の方には、もっと得策を考えて頂きたい。

そのために、あなた達の存在があるのですから。（仙台市 フリーランサー 53歳 

男） 

 

■マスクは必要ですが一枚 200円のマスクで予算が 100億円？ 宮城県で倒産し

た会社が出てしまいましたね。もっと有効性の有る使い方をして欲しいと思います！

（仙台市泉区 68才 女） 

 

■6人家族です。たった 2枚のマスクなんて要らない！その予算で今一番頑張って

下さっている医療関係(人件費、衛生物品や人工呼吸器等の購入)の補助を少しでも

して欲しい。（仙台市宮城野区 30代 主婦） 

 

■こんばんは、失礼致します。就職活動を頑張っているのですが、マスクは必需品に

なっています。宮城県と岩手県を行き来しているのですが、感染の出ている仙台市の

方が外に出ている人が多いと思います。感染拡大前に比べて盛岡市は時間帯にもよ

るとおもいますが、本当に人が少なくなったと感じました。仙台市はアーケードや駅

前など人の往来が激しく、カラオケ店でアルバイトしているのですが、年代問わずに

お客様がいらっしゃいます。正直に言って、怖いと感じます。そうした状況でマスクを

配るのはありがたいと感じ一方で、他に何も対応することが出来てない現れだと感

じ得ます。また、マスクがなくてどうしようも無くなった場合、自分で作ることは可能

なので、マスクに費用をかけるのは抵抗を感じます。（石巻市 学生 21歳 女） 

 

■マスク不足なのでありがたい人もいるかもしれません。ですが、マスクを購入する

費用、郵送料を考えたらどうなのかと疑問を感じます。郵便配達員の業務が増え、日

本郵政にお金がまわるだけなのかと思ってしまいます。自粛で損害を受けた方々の

補償に少しでも回してあげてもいいと思います。本当に布製マスクが欲しい人はコン

ビニや郵便局で受け取れるような方法を考えてみたらどうでしょう。（富谷市 主婦 

51歳 女） 

 

■マスク不足ではありますが、発送代というコストをかけて、マスクを発送するのもど

うなのかな？と思います。町内会で一括でマスクを受け取り、広報を配る時に一緒に

配るなど、コストをかけない方法を考えるべきだと思います。 



 

■このところの政策のおかげで、政治に関心のない（諦め）私も、これではいけないと

気がつけた。（仙台市青葉区 自営業 4０歳） 

 

■過日、近くの医院に持病の診察に行ったが、壁に必要な方にマスクを 1人一枚に

限り 10円でお分けします…と。神奈川に住む娘や孫達はカラフルな手作りマスク

で。親戚で整形病院の医師は、マスクを洗浄して二度使用。たった数枚のマスクを高

額予算を掛け各家庭に配布など愚の骨頂。営業休止や離職に追い込まれた国民救済

に力点を置くべきと思うが。（仙台市太白区 無職 83歳 男） 

 

■マスクについて 布製マスクの作り方はネット上で沢山教えてもらえます。針仕事

がダメダメの私でも何とかなりました。ネット環境に無い年配者の為に新聞でも色々

な作り方を特集したらどうでしょうか。なので布製マスクはわざわざ送ってくださら

なくて結構です。と言うか他に使って！日本の総理が自慢げに発表する事？（仙台市

太白区 パート 62歳 女） 

 

■ありがたい事です、だが何億も使ってやる事ですか？ その金があるなら別な使い

方があるのでは？国民に配布するなら先ず先に医療関係者に配布するべき（気仙沼

市 会社員 63歳） 

 

■マスク 2枚って外出前提としている。いま必要なのは外出禁止にする事。外出理由

は経済的な事由が多いので、一人一律 10万現金給付を行い、そのかわりに 2週間

食品、薬品購入以外の外出を禁止にする。マスクは医療関係に配布。（東京都江戸川

区／仙台市太白区 会社員 40歳 男） 

 

■布マスク配布の話は Twitterでもだいぶ面白いネタとして扱われていますよね。

大事な議論から目を逸させる為にわざとこのような愚策をとるのか、と勘ぐってしま

います。子ども達は、安部首相が国会で布マスクをしている姿を見て、あんなダサい

マスクしたくない、と言っていますが…。（仙台市宮城野区 パート 42歳 女） 

 

■マスクを店で購入することは不可能に近いので、支給してもらえるのは助かるが東

京などのように感染者が毎日多数確認されている地域はマスクを支給されたところ

で大きな予防効果は得られ難いのではないかと思います。感染者が多く確認されて

いる地域はマスクを配るよりも感染者を収容し治療する場所を確保するほうが大事

なのではないかと思います。（仙台市泉区 介護士 32歳  男） 

 



■本当に、どうしてそのようなアイデアが実現するのか理解に苦しみます。今すぐに

必要なのは、生活が困窮している人や企業に対する支援金だと思います。マスクに

100億円以上かけるなんて税金の無駄遣い。日本郵便に勤める子供は「これで喜ぶ

のは上の奴らばかり！配達する自分たちばかりが大変だ。」と憤ってます。（仙台市 

パート 49歳 女） 

 

■もう政府のマスク不足解消発言に呆れてハンカチマスクや洗えるマスクで対応し足

りています。郵送トラブルも色々起こりそうです。コロナ倒産が増えてきました。国民

生活を守る緊急対応策をお願いします。（仙台市宮城野区 会社員 60歳 男） 

 

■マスクが 2枚あればどうでしょう……誰かにふいに頂いたら嬉しいけど、国家のや

ることと考えるとちょっと違います。最優先にやって欲しいことではありません。（宮

城県亘理町 パート 49歳） 

 

■この方針、情けないです。日本ってこんな国だったかな？って疑問に思いました。

マスク届くまでに 2枚くらい自分で作れます。そんなものに億単位の税金使うなら

ば、入院できる簡易施設を作るなりしたらいいと思います。それよりも、これ以上感

染者が出る前にせめて宮城県、仙台市で緊急事態宣言的なものを出して欲しいです。

（仙台市太白区 事務 36歳 女） 

 

■マスクを配るよりも、一定期間人の流れを止める方が有効だと思います。岩手県の

方針は勇断だと思います。（東松島市 主婦 48歳） 

 

■個人的にはアルコール消毒できるものを配布していただきたいです。また、布マス

クは形状によっては見た目のダサさがあるため、外ではつけづらいです。私はアルバ

イトで生計をたてているのですが、シフトを大幅に削られているため、正規・非正規社

員、アルバイト問わず休業補償できるような制度を整えていただきたいです。（仙台

市青葉区 大学 4年生 21歳 女） 

 

■1住所 2枚ということですが、手作りマスクなどを持ってる人もすでに居ると思う

ので全世帯ではなく希望者でいいんじゃないでしょうかそこにお金を使うよりその

分、給付金の額を上げるとかしてくれた方が助かります（仙台市青葉区 パート 51

歳 女） 

 



■マスク 2枚支給は実績作りでしょう。どこにも足りませんね。手洗いウガイしっかり

やりましょう。それと不要な出歩きは控えましょう。（塩釜市 無職 71歳 男） 

マスクの現物を全世帯に配布する為には、それなりの諸経費も掛かると思いますか

ら、それよりも、マスクの増産体制を整え店舗で購入出来る体制を整えて欲しいです

ね。また、コロナウイルス関連で経済的に困窮している方への経済的な支援を急ぐべ

きでは無いでしょうか？その際は一定の収入以上の方への援助は不要と考えます。

勿論、公務員も対象外と思います。（宮古市 会社員 56歳 男）  

 

■焼け石に水。マスクは自分でも作れるのです。お年寄りしか居ない世帯には自治体

の方々が布を持ち寄り縫う事だって可能。そんなお金が有るなら！1日でも早く特効

薬が出来るように研究費に当てて欲しいです！そうすれば助かる命が沢山有りま

す！（登米市 会社員 46歳 女） 

 

■私の世帯は 3人なのに対し、1世帯に 2枚では足りない。逆に 1人にマスク 2枚

を配る方がいいのでは（釜石市 学生 1７歳 男） 

 

■私たちもマスクは必要ですが医療現場など本当に必要な所優先にまずは予算を使

ってほしい。（塩釜市 主婦 57歳） 

布マスクであれば家庭でも作れます。１住所でも住んでいる人数が異なりますし、配

るための経費も高額になりますよね。私たちが置かれている実態と施政の解離が大

きすぎます。まずは医療崩壊を防ぐ、地域の飲食店や非正規労働者など、経済弱者の

救済の指針を示すなど、優先すべき施策があるはずです。このままでは、地域の飲食

店が消え、中央資本のチェーン店、非正規労働者のみが働く大型店のみになってしま

い、過疎化にも拍車がかかりかねないのではないでしょうか。むやみに外出を制限せ

ずに、木曜日は電話番号末尾２の人は飲みに出てください、といった呼び掛けで結構

ですので、経済の停滞を止めてほしいです。（仙台市太白区 ６０代 男） 

 

■一部の人の買い占めによりマスクが全体に供給されない現状、政府によるマスク

の一律配布は必要。迅速に行うための 1住所 2枚であり、枚数についても理解でき

る。再利用可能のため、大学投稿時に使用できるのはありがたい。むしろ布マスクは

管理の仕方が重要なため、管理についての報道が一切行われないことが遺憾であ

る。経済対策とこの配布は「別枠」であり、SNSで揶揄する声は自身が並行して仕事

を行えないという表明か？と感じた。（仙台市若林区 学生 20代 男） 

 



■一世帯にマスク 2枚とは、日本の政府のレベルがこの程度かと、絶望しています。

マスクの代用は、ハンカチで足ります。キッチンペーパーや布で作ってる方が大勢い

ます。うちは５人家族。マスクは常日頃から購入しているので、特に困っていません。

むしろ、無くて困っている人に分けてやっています。花粉症の方にも差し上げました。

すぐに店頭に出るだろうと思いましたが、もう手に入りません。暇な方が朝から並ん

で買い占めるからです。マスクに 100億円かけるより、医療や休業補償へ回して欲

しいです。全員に行き渡るわけでもないのに、マスク 2枚が何の役に立つのでしょう

か？長岡藩の米百表の精神を知らないのですか？素人でだって、わかるのに、日本

政府が考えるとは、政治家は本当は国民のことなど考えてはいないんですね。失望し

ました。（仙台市泉区 パート 57歳 女） 

 

■我が家は四人家族。子供 2人います。布マスクより、その予算を他のことに回して

ほしい。そして、一般家庭もマスクは必要だが、障がいを抱えてる子どもの家庭など

感染症が命取りになる家庭などを優先にしてあげてほしい。そして、私の住んでいる

町のように代替え保育なしの一斉休校、休園はやめて欲しいです。（宮城県大郷町 ３

７歳 公務員） 

 

■布マスクはサージカルマスクより繊維が荒いので感染予防にはあまり効果が無い

と見たことがあります。また、再利用出来ますが洗う手間もあるので私は貰っても使

いません。うちは 3人家族なのでどっちみち足りませんが。しかも安倍首相が着けて

いる姿を見ましたが顎が出ていて意味がありません。サージカルマスクを配るならま

だしも人によってサイズ調整出来ない布マスクはいりません。たった 2枚のマスクを

配布するのに多額の税金をかける意味はあるのでしょうか。（多賀城市 30代 主

婦） 

 

■マスクは自分達で工夫しながら使い、又手作りしたりしながら足りてる状況にあり

ます。今更って感じで、家族 6人なのに 2枚だけ配布されてもって感じです。それよ

り、国民全員が厳しいなら一世帯でいくらと現金を配って欲しい。国民に自粛を求め

るなら政府も思い切った政策をして欲しい。何も決められないのは東日本大震災の

時の政党と同じだすべて、ゴタゴタ！（石巻市 60代 女） 

 

■初めての投稿です。マスクの件は、予算規模、配布枚数を考えると意味がないと思

っています！そんなことなら、むしろ、マスクに予算を使わずに休業補償などに活用

するなどの対策を今すぐにでも発表して頂きたいです。また、補償の基準が難しいの

であれば、景気回復を見込み、1年間消費税を下げるもしくは０にするなどを発表し



た上で学校などの休業を延長する必要があると思います。我が家の二男は、岩手県

に進学予定です。宮城県でもクラスターなど取り上げられていますが、岩手県では特

にコロナに関しての休業、自粛がないようです。しかし、それが、私たちには不安でし

かありません。各自治体、都道府県、温度差がある対策では、不安、不信感しかなく、

終わりがみえないと思います。こんな時だから、全国規模で動くべきだと思います！

今の状況で用意するべきものはマスクではないと思います！（気仙沼市 自営業 

40歳 3児の母） 

 

■マスクの配布より、配給制にする方が効率なのでは？配給制にすることで平等に

国民に配布されるし、マスク不要ならもらわないという選択も個々で出来る。配布場

所は、ドラッグストアやスーパー、コンビニなど分散させて、三密にならないような工

夫をする。たった２枚のマスク配布の為に 100億もかけるなら、平等に現金配布を

してほしい。保育施設で働くパート職員です。保育に携わる業務ではないのですが、

学校の休校に伴い、臨時休園になると、給与などの説明も一切ないまま、来週から休

んでくださいと言われました。本来勤務するはずだった日数分の給与保障の為に有

休使用を願い出たが、許可されず、４月分の給与は大幅減額になり大変不安です。来

週から新学期が始まるが、生活、お金の不安が大きく、業務に対するモチベーション

が上がりません。職場の対応の悪さにも不信感が募り、仙台での感染拡大が危惧さ

れる中、また休園になってしまったらどうしたら良いのか、本当に不安です。（パート

職員 40代 女） 

 

■子供を休ませ、その後はほったらかし。未だ終わっていない学習範囲はどうなるの

か。なぜオンライン授業や、タブレット配布、wifiの無償提供など、諸外国のようにで

きないのか。今回のコロナ緊急事態に対して、感染拡大防止への対策も含め、国は全

く何もしていない、という印象。 

 

■マスクについては大企業が生産·増産の体制をとっているということなので、適正

な販売がされれば必要な場所へ行き渡るはず。政府がやるべきは政府しかできない

ことで、それが給与の補償や現金の給付だと思う。今の姿勢は経済的な施策に対して

消極的に見える。（名取市 サービス業 26歳 男） 

 

■とにかく、すべて遅い、ウィルスまみれてくたばれ。仕事探してもないから生活でき

ない。（仙台市太白区 無職 61歳 男） 

 



■すでにマスク不足に対応して、自作する方法やキットなど様々な情報が出回ってお

り、国民はマスクでそこまで困っていない。自分も不繊布のマスクを洗って再利用し

ている。このタイミングでやることではないし、そもそも総理大臣がやることではない

と思う。9年前、安倍政権じゃなくて本当に良かった。（仙台市太白区 会社員 38

歳 男） 

 

■100億円以上使うなら、他にもっと別の使い道を考えて欲しい。２枚あったって、

何にもならない。これだけ日々感染者が増えてるのに、なぜマスク？マスクの前に緊

急事態宣言出して、抑え込み出来るうちに抑えたほうが良いのでは⁈現場の医師ら

の危機感をどう思っているのかわからないですね。政府の対応は遅すぎるし、3密禁

止という割には、矛盾した映像が目につき苛立ちます。（仙台市青葉区 パート 47

歳 女） 

 

■現在、感染が拡大しているこの時期に、誰もがマスクを使用し、感染防止をしたい

のですが、並んでも買えない状況なので、全世帯に洗って繰り返し使えるマスクを 2

枚だけでも配布して頂けるのは大変有り難いです。また、それにより、少しでも感染

拡大が遅くなれば、効果は図りしれないものかと思います。（福島市 無職＝退職者 

71歳 男） 

 

■マスクを配布するときにかかる費用 100億円以上は、違うことに使った方が有効

だと思います。今はみんなが協力するときなのであまり文句は言いたくないですが、

有益な会議をして決定してくれたら、こんなことにはならないのかなーとも思いま

す。（富谷市 会社員 47歳 女） 

 

■安倍首相の独断で決定、発言しているとは思っていないのですが、後ろの有識者っ

て本当に頭が良いのか疑問。非常事態宣言の方が先だと思います。（仙台市太白区  

自営業 44歳 男） 

 

■あ〜この国のトップの言う事ではないのでは、もう布マスクはドラックで売ってま

すよ、それよりウイルス感染を防ぐために、業者等々の営業保証を無利子貸付じゃな

く経費全額を国が早急に運転資金として現金で無償補填すれば、店舗閉鎖も受け入

れてくれると思います、空いている店が無ければ人も集まらなくなり、感染減少に最

大限つながると思います。今こそ安倍さん決断を。（仙台市若林区 嘱託 69歳 男） 

 



■マスクの配布の是非よりから言えばおかしな政策としか言えない。100億円かけ

るならマスク生産ラインを確保し大量生産し行き渡るようにしたらよい。マスク配布

よりすることがあるのに。とにかく全てが、遅い。Jビレッジの聖火展示もやめてほし

い（仙台市若林区 会社役員 54歳 女） 

 

■布マスクの目は荒く、ウィルスの大きさを考えると十分な効果を期待できないと聞

きます。フェイク予防ではないでしょうか。（宮城県柴田町 教員 58歳 男 ） 

マスクの配布の意味がわかりません。一般人にマスクを配布するより、これから足り

なくなるであろう病院や介護施設にまわすべき。一般人がマスクで守れるなら、医療

関係者がここまで感染しないはず。100億の予算があるなら、来月家賃が払えない、

電気が止められる、店を閉めざるを得ない。その人たちに支給してほしい。マスクが

届いてもお金は増えないし、何も解決しない。枚数の問題でもないし、マスクで店に

人が並んでるくらい、たいしたパニックでもないのに、なぜそんなところしか見てない

のか本当に疑問です。まわりにも手作りマスクが増えてきました。代用はいくらでも

できると思います。（仙台市若林区 契約社員 45歳 女） 

 

■今更マスクなんかいらん！馬鹿じゃないの？家は 4人家族だ〜（白石市 福祉施

設職員 53歳 男） 

 

■収入が無くなったので、１人 15万円の市況をお願いしたい。（宮城県 会社員 28

歳 男） 

 

■我が家は 10人家族なので全家庭に等しく 2枚配布という決定に納得できないで

います。それも 100億も大切な税金をかけて行うことなのかと、国民の代表達が智

恵を結集した結論がこんな方法しかないのかと悲しい気持ちになります。（宮城県大

河原町） 

 

■1住所に、2世帯住宅、7人家族です。1住所に 2枚のマスクなんて、意味が分か

りません。なぜ世帯人数じゃないのかとしか思いません。仕事をしているので毎日の

ようにドラックストアに並ぶ事もできません。もうすぐ始まる子供達の新学期、マスク

もなく、どんな対策をしての学校生活になるのか、不安でしかありません。（登米市 

会社員 40歳 女） 

 

■ありがたいことです。五人家族だからとか言う方がいますが、その中の酷い人がマ

スクをして、移さない事が大事です。苦情の有る方のマスク頂きますよ。 



■マスク 2枚？と聞いた時には驚きました。ないよりましだが、2人家族以上の家庭

ではどうやって補うのか？保育施設で働いているので、予防のためのマスクは子ど

もから大人の表情が見えないので不安を与えないように基本マスクはしてません。そ

れよりも、感染が拡大している地域は保育施設も閉鎖するなど、預け先があることで

休むことのできない保護者が休めるための施策が欲しい。給与 100%保証の休業制

度とか。国会議員が給料返上すればなんとかなるでしょう。自分たちは痛みがなさす

ぎです。会見でもマスクが不足している様子も見受けられないし。（仙台市青葉区 保

育施設勤務 50歳 女） 

 

■9人家族です。マスク 2枚で何になるのでしょう？100億使うなら早く現金給付

してほしい。首相は日本の何をみているのでしょう？（仙台市 パート 40代 女性） 

 

■突然の思い付きにしか思えない。すぐ形に出来ることだから、手っ取り早く首相が

動いたという事実を作りたいがための無理矢理感を感じる。順次なら、きっとまだ手

元には来ない。そのうち市場でもまた並ぶようになるだろうし、少なかろうがまず現

金を素早く給付する方が信頼は回復しただろう。（仙台市 パート 37歳 女） 

 

■そこに１００億円(でしたっけ？)使うことに疑問を感じます。菅さんもその他の閣僚

も、ご自身のマスクをご自身で洗う、あるいは家族のマスクを洗う自分の姿を思い浮

かべてますでしょうか？誰かに(つまり女性に)洗ってもらう前提のような気がしてな

りません。SDGS に、大きく遅れ、ジェンダーキャップ１２１位。閣僚に女性は僅かの

日本政府らしい案だと思います。使い捨てマスクでさえ、紐意外は触らないで！外側

には触れないで！といわれているものを洗うのにとても気を使うと思います。使い

捨てならゴミとして家のそとに出ていくウイルスが、かえって家庭内にとどまって拡

がりそうで怖いです。ただでさえ疲弊している女性を更に追い込むことになりそうで

怖いです。（仙台市 人材教育関係 ５０代 女） 

 

■聞いたとき、エイプリルフールかと思いました。2枚って…ﾏｽｸ配るより、これ以上

感染が拡がらないためにも、少なくとも県をまたいだ往来はやめた方がよいかと…

こどもたちは学校に行けずにいるのに、働いている大人たちが好きに動いていたせ

いでｺﾛﾅｳｲﾙｽが拡がってしまい、今後どうなってしまうのか不安しかありません。（宮

城県松島町 43才 主婦） 

 

 



■お世話様です。初めて投稿します。ところでニュースでマスク配布を知りましたが、

確かにマスクは足りなく困っているのは確かですが、で有ればいろんな情報が飛び交

う中ではありますが、医療従事者に先ず感染を防ぐ物を優先すべきと思います。私は

ホテルでアルバイトしていますが、お客様が減り、従業員は周 2～3日の仕事です、な

ので収入が減り、単身者で子育て真っ最中の方も沢山いますが、この窮地を会社に前

借を願いでる始末、こんな状況かで、マスク 2枚はとは場当たり的な決定事をする議

員さんには、悲しくなります。出来るだけ早く個人救済、小、零細救済が急務だと思い

ます。何れにせよ何時も言葉だけが遊んでいるのでは？（宮城県松島町 男 74歳） 

 

■布マスクに 100億円だなんて優先順位が間違えているとおもいます。私は看護師

として勤務しており、ストックの医療マスクの在庫がまもなく無くなるのと、全患者に

使用する感染予防のためのビニールエプロンの在庫もまもなく無くなるとのことで、

使い方の工夫をするよう指示があり、本来なら 1人 1枚使用するところを、4人で 1

枚使用などとなっている状況です。暴露の危険がある一医療従事者として、自分のみ

ならず、家族や知人にまでコロナ以外の感染症を持ち込みそうで生きた心地がしませ

ん。どうかマスコミの力でこの現実を伝えて欲しいとおもいます。辛いです。（仙台市 

40歳 男） 

 

■マスクの配布より、配給制にする方が効率なのでは？配給制にすることで平等に

国民に配布されるし、マスク不要ならもらわないという選択も個々で出来る。配布場

所は、ドラッグストアやスーパー、コンビニなど分散させて、三密にならないような工

夫をする。たった２枚のマスク配布の為に 100億もかけるなら、平等に現金配布を

してほしい。保育施設で働くパート職員です。保育に携わる業務ではないのですが、

学校の休校に伴い、臨時休園になると、給与などの説明も一切ないまま、来週から休

んでくださいと言われました。本来勤務するはずだった日数分の給与保障の為に有

休使用を願い出たが、許可されず、４月分の給与は大幅減額になり大変不安です。来

週から新学期が始まるが、生活、お金の不安が大きく、業務に対するモチベーション

が上がりません。職場の対応の悪さにも不信感が募り、仙台での感染拡大が危惧さ

れる中、また休園になってしまったらどうしたら良いのか、本当に不安です。大学生と

来週入学式を迎える高校生を持つ母です。二人とも公共交通機関を利用して通学し

ます…が、クラスターが発生して感染拡大がスピードを増している今、その可能性の

高い地下鉄バスにわざわざ乗って、通学してる場合ではないんじゃないかと思いま

す。今回感染が確認された学校だけ再開延期になりましたが、果たしてそれだけで良

いのか？と疑問に思いますし、不安に思います（パート職員 40代 女） 

 



■我が家は 6人家族なので、1世帯に 2枚のマスクなんて全然足りません！1人 2

枚ならまだ分かりますが…その 100億円を違うのにあててほしいです。私は旅行会

社にパートで勤務してますが、解雇されそうです。そういう補償を早く検討してほしい

です！（仙台市泉区 パート 42歳 女） 

 

■苦肉の策だと思われますが、マスクの効果はどの位あるのでしょうか。マスクが効

果的と言う有識者はほぼ居ない ように思います。しないよりはまし、ウィルスと言う

のは細菌よりも小さいので、荒いマスクでは、通ってしまうのではないかと思います。

せき、くしゃみでの飛沫距離が多少短くなる程度では。どんなウィルスか、もしかした

ら空気感染もするのか、まずはそこの情報を国民に知らせることが先決かと思いま

す。わからないのであれば、ここまで分かっているという情報こそが、今必要ではな

いかと思います。全く無意味ではないと思いますが、配布するならば毒ガス用マスク

のようなものの方が尚良いのではないかと思います。もちろん、頂けるものは有り難

く頂きますが。（名取市 48歳 パート 女） 

 

■マスクがなかなか手に入りにくい現状ですが、２枚では家族全員分でもなく、予算

規模を見ると、その予算を他に当てるべき所があるのではないかと思います。「マス

クを配布した」「コロナ対策をしました」と、残したいだけなのではと。（多賀城市 介護

士 パート ３７歳） 

 

■安倍体制を長く続けて来た結果の集大成と言って良いほどの愚策。お肉券などに

も呆れたが「アベノマスク」で 100億円使うのであれば、全国民にお金をばらまき、2

週間位外出禁止にすればある程度コロナは終息すると思います。プラスで消費税も

期限付きでゼロにすれば消費も上がるのでないか？また PCR検査は時間、手間が

掛かる。なぜ海外で使用されている簡易キットを輸入しないのか疑問？何らかの利

権があるのか疑ってします。いずれにしろ今の安倍政権には早く退陣してもらいた

い。（仙台市太白区 会社員 49歳 男） 

 

■1住所に 2枚……理解に苦しみます。1住所に 1人でも、10人でも、2枚です

か？無いよりはマシでしょうが、不公平さを感じます。台湾では保険証を薬局に持っ

て行くと、1人一週間に 3枚まで購入できるそうです。日本でもその様に制限をかけ

なければ、永遠に行き届かないでしょう。毎日「コロナ、コロナ」で、正直うんざりで

す。どこにも行けず、人と話すことも怖がらなければならないなんて、生きてても全

然楽しくありません。うつ病の人が増えているのではないかと思っています。（角田市 

57歳 主婦） 



■全くもって意味がない！こちらの郡部の田舎の方々は、ドラッグストアの店員！さ

えマスクしてない方がいます。マスクはハンカチとゴムで対応できますし、たった二枚

のために億のお金使う意味が理解できません。そんな事より、医療関係者や介護施

設、入院患者さんに渡して欲しいです。どこの誰が二枚のマスクを国から貰って感謝

するのでしょうか？二枚でも貰って嬉しい方をカウントして欲しいものです。尚、老人

や持病があり通院してる方が、マスク無くて困っている方に優先して渡して欲しいで

す。たった二枚で何のアピール？税金の無駄遣い！マスクをハンカチで作れるのに、

何いってるの？国民をバカにしてる。と思います。他にお金の使い道あるはず！子供

でも気づくはず。世の中ストレスだらけなのに、益々苛立ちます。無駄遣い！しかも！

遅い。全ておそいし。でも！このアンケートは、素晴らしいと思います。一般人が何を

言っても政治家には伝わらない。河北さん 頑張って下さいませ。これからも購読しま

す！（宮城県柴田郡 50代） 

 

■ここ２ヶ月ほど、どこのお店にいつ行っても、マスクを売っているのを見かけていま

せん。新型コロナ流行以前に買っていた分のストックが若干あるものの、家に妊婦が

いるので、自分用には使わないようにしています。マスクが支給されるのであれば、

自分の分としても使えるのでありがたいです。(仙台市青葉区 教員 33歳 男) 

 

■消費税増税して消費が冷え切った後のコロナ騒動ですよ。景気が良くなる訳ない

でしょ。アンケートするまででも無いと思います。マスクは今どこの店舗にも見かける

事は無いですが、何で 2枚だけなんですか？ 

 

■無いよりはましですが、マスク着用しないと営業出来ない職種もあるようです。仕

事とプライベートと、使い分け出来るように、またマスクを洗ってかわかす時間とか考

えたら、足らなくなりませんか。マスクも大事ですが、コロナの影響で、お客さんが減

って売り上げがガタ落ち、当然給料も減って生活に影響しています。一刻も速い、手

厚い給付を希望しています。（仙台市宮城野区 タクシー運転手 39歳 男） 

 

■この方針には正直がっかりを通り越して呆れ果てた。莫大な税金を使ってすること

ではないと思います。なぜならマスクは個人で対応できることだからです。配れば全

員マスクするのか？！政府でなければできないことをすべきだ。これから莫大な休業

保証が必要になりそうなので無駄に使わないでほしい。真面目に働いていた人たち

が今回でやむを得なく休まざるを得ないところに充てるのが望ましいのではない

か。 

 



■今回の政策でマスクだけなのかと思いましたが、マスクを届けるに当たってその登

録された住所にまだ人が住んでいるかを確かめることができる、それによってその

後の現金給付を円滑に無駄なく行う狙いがあるのでは、と考えています。現金給付が

今すぐ必要だ！という方はまだ少ないのではと思うので、もしそんな狙いがあったな

ら今回の対応はすごく理にかなったものだと思います。（仙台市青葉区 大学生 21

歳 男） 

 

■ホテルに勤めていますが、自粛疲れなのか、最近は子ども連れの家族で入れる広

い部屋が満室になる状態が続いています。それも某アウトレットの特典付きプランが

人気です。ホテルが儲かるのは嬉しいことですが、手放しでは喜べないこの状況、ホ

テル利用者の危機感の希薄さが恐ろしいです。志村けんさんが私たちに警鐘を鳴ら

してくれたと思っていたのですが、まだまだ他人事のようなのが残念です。（仙台市 

ホテル業 46歳 女） 

 

■私は宅配業界で仕事をしておりますが、対面でのサービスは避けられず、一体誰が

保菌者なのか判らず、恐怖心を抱きながら仕事をしております。お客様は玄関先まで

なのでマスクをせずにお越しになりますが、荷物、伝票、ボールペン、小銭、紙幣など

不特定多数の接触はどうしても避けられない状況であります。皆様ひとりひとりがマ

スクの着用を徹底し適度な距離を保って日常活動を送ることが必要だと思います

が、危機感に関しては著名人が亡くなられた残念なニュースがあったにもか関わらず

個人差が大きいように思います。国策としては国民に協力を養大胆かつ抜本的な対

策を期待します。マスク二枚程度であれば、国民ひとりひとりの努力で自作をし自衛

することは可能ではないのかなと思います。私は宅配業界で仕事をしておりますが、

対面でのサービスはどうしても避けられず、恐怖心を抱きながら仕事をしておりま

す。お客様は玄関先までですからマスクをせずにお越しになりますが、荷物、ボールペ

ン、伝票、小銭、紙幣など、どうしても不特定多数の接触は避けられない状況です。国

難と呼ばれる新型コロナウイルスですが、本格的な医療崩壊が起こる前に国は国民へ

全体的な協力を得ながら、一定期間の町の封鎖や外出禁止、企業側への経済活動の

自粛要請など、これまでに無い大胆かつ抜本的な対策を講じ、爆発的な感染拡大の

防止をして欲しいと考えます。（仙台市 会社員 35歳 男） 

 

■その予算１００億円以上で国が各地にマスク工場を作り、マスク増産と臨時雇用を

創出した方が効率的ではないか？（仙台市青葉区 会社員 ３６歳 男） 



■何もしないより何かした方がいいとは思うが、マスク 2枚を配る前にやることがも

っとあるはず。国民目線の政治をしてほしい。医療現場の職員は、疲弊している。現状

把握してほしい。（仙台市青葉区 看護師 32歳 男） 

 

■このマスク配布はかなり意識の低い人間にマスク着用を促す為のものなのかなと

思いました。ここでいう意識の低い人間というのは、マスクが無いので着けないし、売

っているところを探しもせず更に自身で作ったり別の物(ハンカチなど)で代用しよう

という気が微塵もない人の事を指しています。(布のハンドメイドマスクを通販などで

売っている人はそれなりにいます)個人的な主観ですが、こういった一部のかなり意

識の低い人間によって感染は拡大していくと思っています。この迷惑で有害な人間に

対処してくれるのは助かります。実際のところはどういう意図なのか分かりません

が。私自身はちょっとコンビニに買い出しに行くときなど、10分もしない外出に使い

捨てマスクを使用するのはもったいないと思っていたので丁度良いです。なので、か

なり複雑な気持ちではありますが、個人的にはマスクを配るということ自体は悪くは

ないと思います。聞いた時はエイプリルフールのネタかと思ったし、そもそも意識の低

い人が配布されたマスクを着用するかは疑問に思わなくもないですが…配布枚数は

もう少しあっても良いと思うし他に良案は無いのかとも思うし 100億と言われると

白目を剥きたくなります。でもそれで少しでも感染拡大が防げて、更に一般人が使い

潰すマスクが減り医療従事者が使用するマスクを確保できるなら良いと思います。現

金をという声もあるし私も欲しいですが、仮に人口一億人に 100億分配したとして

も一人 100円ですし。それよりはマスクの方がいいのかなと。貰えるものは貰って

おこう精神です。余談ですが昨今叫ばれている事業者への補償は、官邸のHPに救

済支援の案内が出ていたのでそれを見れば良いのにと思います。これが十分なもの

かどうか私にはわからないし(結構手厚いとは聞きました)、支援範囲に含まれない

人がいることも理解していますが、この支援の存在を知らずに怒っている人はかなり

多いと思います。色々とやっているのに、マスクだけを大々的に発表するから炎上す

るんです。そんな炎上ネタにばかり飛び付き煽るマスコミもどうかと思います。更に

余談ですが完全に否定的な意見でないからといって、別に安部政権を良しとは思っ

ていないです。長くなってすみません（専業主婦 32歳） 

 

■おはようございます。今回のマスク案件ですが、国を当てにしないで各々がコロナ

に対して自衛を行いなさいとのメッセージと受け取りました。家族で手洗いを徹底す

る様にします。（大河原町 団体職員 43歳） 

 



■ありがたいが、せめて家族分は配布してほしい。余談だが、ドラッグストアーに並ん

でるくらいなら、うちに居ればいいのに。本当に必要な人は手に入らない！（登米市 

介護施設 52歳 女） 

 

■しないよりはマシ、程度の苦肉の策と捉えています。そして、これが国民に対して初

めての直接的な支援になったのではないでしょうか。ある保育所に男性が現れ紙マ

スクを大量に寄贈して行ったとの報道がありました。男性は名乗る事もなくマスクを

置いて立ち去ったそうで「伊達直人」の名前でメッセージが添えてありました。なぜに

政府ができないのでしょう？優先すべき場所があるのは理解できますが、マスクに限

らずもっとできる事はあると思います。学校休業に伴い仕事を休まなければならな

い人に対しての支援ですが、窓口を会社にせず個人で申請する様にすべきだと思い

ます。会社が震災時の罹災証明書のように休職証明書などを出して従業員の方はそ

れを利用しネットで申請→手当支給とすればそれぞれの負担減にもなり支給も早ま

ると思うのですが。政府が何をどう考え実行しようとしてるのかさっぱりわかりませ

ん。これほど感染が拡大しているにも関わらず、未だ緊急事態宣言を出すタイミング

ではないとは。一体どう言う状況が発令するタイミングと言うのでしょうか。（仙台市

若林区 49歳 主婦） 

 

■税の無駄。即取り止め願いたい（宮城県丸森町 会社員 ４７歳 男） 

 

■そろそろマスクが市場に出回るだろう時期に、百億円もかけて、５人家族も１人世

帯も一律２枚とか訳のわからないことをする意味が全然わかりません❗️もっと大事に

お金を使って欲しいです！マスクは手作りしております！（富谷市 パート ７２歳 

女） 

 

■布マスク 2枚(だけ)を全住所に配布するという案は、海外の例から見ても少し突

飛過ぎます。それを一国の総理が会見で発表するのは少し恥ずかしい気がしました。

それよりも速く緊急事態宣言をし、更にどうすれば人の移動を強く制限できるかの検

討をする時期に来ていると考えます。（宮城県大河原町 64歳 男） 

 

■マスクが無いよりはマシだと思うが、それよりも雇用を守るための対策の強化をお

願いしたい。社会保険料の免除やテナントで入居している家賃の給付など。郵便で配

達するらしいが空き家にも配達することになって無駄も出るのではないか。（仙台市

青葉区 飲食店経営 62歳 男） 

 



■ただただ呆れて怒りや情けなさを表現する言葉が見つからない。この政権は壊れ

ている。小学生以下の学級委員会レベル。総辞職すべきだ。迅速で包括的な施策を決

めたドイツと何が違うのだろう。我が家にマスクはいらないので、その分を本当に必

要で困っている人に渡してほしい。バラマキ政策もここまで来ると、もはや喜劇とし

か思えない。奇しくもコロナウイルスに負けた志村けん師匠が、我が国のリーダーに

向かって「大丈夫かあ？」と叫ぶ声が聞こえてきそうだ。（仙台市青葉区 会社員 61

歳 男） 

 

■新型コロナウイルス対策に関する安倍首相の表明は、休校要請、今回の布マスク配

布などいつも唐突で明確な根拠や効果が不明。1世帯に 2枚というのは何処から出

た数なのか。首相の家庭が夫婦 2人だから？2人以上の家族の場合誰を優先させ

るのか。その 2枚のマスクを毎日洗って使うのか。急に全閣僚がマスクを着用し始

め、安倍首相は不織布マスク不足への不満を逸らし布マスクの効果をアピールするか

のように明らかに小さい布マスクを着用。滑稽過ぎて失笑する。夫の親は関東、私の

親は関西在住。共に 80歳前後でいつ何があってもおかしくない年齢。様子を見に行

かなければならないが、感染者多発の両地域に行く事、万が一自分が感染していた

場合の不安もあり当分の間見合せざるをえない。外出を控えているようで体力の衰

えも心配。どうか元気でいて欲しいと祈るような気持ちでいる。政府はその場凌ぎで

はなく、ちゃんと国民の目線で見て考えて今本当に必要とされている、有効な対策を

打ち出して欲しい。国民の不安と不満が増すような愚策はもう要らない。（仙台市青

葉区 52歳 主婦） 

 

■マスクを全国民に支給するという考えは良いと思います。しかし、布製マスクを郵

送するのに 100億円も使うならば、その 100億円で紙製マスクを流通させた方が

いいと思います。当初、政府は紙製マスクが全国で品薄になっていることを踏まえ、

製造を急ぐと言っていましたが、依然それは解消されていません。郵送して赤字にな

るくらいなら、ドラッグストアのマスクを増やすべきだと思いました。確かに、並ばな

いと買えない、転売ヤーが買い占める、という声もあります。しかし、人家庭に 2枚配

布されても、ガーゼマスクが首相の顔にフィットしていないように、今子供のためのマ

スクが欲しい人や、私の父のように顔が大きな人には使うことが出来ず、結局意味を

持たない 2枚のマスクとなってしまいます。また、私の家でも紙製のマスクを使って

いますがマスク不足を踏まえ、一回で捨てず、家に帰ってきたらマスクに食品添加物

使用の消毒液を吹きかけ、最低 3回程は使うようにしています。政府に文句ばかり

言うのではなく、私たちも少し「どうやってこの危機を乗り越えるのか」考えて生活す

る必要があると感じます。（仙台市太白区 中 2 13歳 女） 



■マスクはハンカチや不要になった服の生地など使えば家庭でも作れると思います

し、そのお金があるなら他の困っている方にまわしてほしいです。お店でマスクが売

られ始めているらしいですが、平等に手に入らないので、この際市場への流通をやめ

て、香港のように、マイナンバーや健康保険証などの本人確認など使って枚数制限し

たらいいと思います。働いていますが保育園と小学校の子どもがいます。小学校の再

開は延期してください。保育園も、職場から特別な申請をしない限り利用不可など対

応してほしいです。保育園があいていると仕事を休みにくく、子どもに持病もあるの

でとても心配です。（仙台市青葉区 会社員 38歳 女） 

 

■アベノマスクはコロナウィルスを通すと布マスクでは、事業所にまで配送すると約

200億円使うと本当に馬鹿げている、何を考えているのかわかりかねない家は５人

家族貰っても使わない、足りないしそのお金が有るなら使い捨てマスクの増量に金を

かけて欲しい、たぶん何処には在庫又は震災の時のマスクがストックして有るハズで

す、前に勤務していた老人介護施設には沢山のマスク、衛生商品倉庫に山の用に有り

ました、たぶん今これを使用して助かってると思います、古くても充分使えます、私も

在庫整理しながら何箱か貰って来てたの思い出して今使用して助かってます、全ての

施設等関係先倉庫探して下さい。たぶん有ります。違うことですが、収入が減った世

帯に２０万円づつ配布すること決定したようですが、満遍なく配布するならいいので

すが、我が家は収入の打撃は今の所ありませんが、コロナによる物化上昇による為出

金が目立ちます、高額所得者以外、中間層以下の家庭にお金の配布してもらいたい

ものです（宮城県大衡村 農業 ６０代 男） 

 

■１住所に 3世帯 5人で住んでいて、うち 2人が高齢者です。くり返し使えるとは

いえ 2枚では全く足りませんが、マスクに並ばないと買えない状況の今は、少しでも

配布してもらったほうが良いです。報道は住所あたりの配布か世帯あたりの配布か

異なるので、正確に知りたいです。（仙台市泉区 会社員 25歳 女） 

 

■対応がずれている。呆れる。そのお金を生活のための方向に使えるようにしてほし

い。人権だなんだかんだという意見が出るかもしれないが今は命が最優先、とにかく

外出を生活最低限に抑える態勢にもっていくしかないのではと思う。また、マスクだ

けではなく、アルコール関連やせっけん、うがい薬も店頭では全く無く、開店時には多

くの方が並ぶ状況が未だある。Amazonやフリマアプリでの高値で転売されている

のを止めて、安定的に市場に出回る政策はできないのか。日本全土がなんとか早く

落ち着けるように、対応が遅れた分を取り戻すくらいの感覚を持って、やれることは

最大限にやってほしい。（仙台市太白区 会社員 36歳・障害者 男） 



■4月から子供が保育園に入園しましたが、入園から 90日以内に母親の仕事が決

まらないと退園させられます。積極的な求職活動もできない状況で 90日以内の就

職は厳しいものがあります。マスクはいりませんので、求職活動期限 90日の延長を

検討していただきたい。うちには、防災備蓄で後 1ヶ月分くらいのマスクがあります

ので、マスクはいりません。必要な方に回していただきたい。（宮城県黒川郡 30代 

専業主婦＝求職活動中） 

 

■家庭の状況により、必要度が違うと思われ、また、世帯人数にはばらつきが大き

く、世帯一律二枚の根拠もよくわかりません。また、布マスクの感染予防効果につい

ての議論もあるようです。しかし、配布そのものは、マスクがなくて困っている方にと

ってありがたい政策なのだと思います。各世帯には世帯人数分の引換券のみを葉書

で送り、マスクは国や地方自治体各施設やコンビニに準備し、引換券と交換すればい

いのではないでしょうか。そうすれば、マスクが買えなくて困っている方も手に入れ

られ、無駄な配布をせず、送料も節約でき、後日引換枚数の確認により、政策の評価・

検証も可能だと思います。（仙台市宮城野区 自営業 49歳 男） 

 

■昨日のコロナウイルスの「アベノマスク」についてですが、そのお金があったら、医療

従事者の安全性を守るために使って欲しい。仙台医療センターの眼科に先月 23日

に息子が受診した際に先生が週にマスク 2枚しか 

病院から貰えないと話してました。医者や看護士等に感染予防の必要な物が足りて

いない状況が無いようにして欲しい。ドラッグストア等で朝並べば買えることもある

ようですが、何故、病院にその売ってるマスクがいかないのか疑問です。布マスクなら

工夫すれば作れる訳ですから。その費用をもっと必要な所に投入して欲しい。（仙台

市 57歳 建築士 女） 

 

■あまりの愚作に笑うしかありませんでした。布製マスクはすでに皆さん作ったり買

ったりして、持っていますし、我が家は 6人家族なので、2枚だけ頂いても仕方のな

い状況です。布製マスクに数百億円もの予算を使うのであれば、感染症の病棟を整え

たり、もっと必要なところに適切に使って頂きたいと思います。（仙台市青葉区 40

代 主婦） 

 

■費用対効果を考えると、いささか疑問です。全世帯に郵送ということは、うがった

見方をすると、かんぽ生命問題で窮地の郵政に対して、大株主(国)が助け舟を出して

る感さえします。（登米市 50歳 自営業 男性） 



■お世話様です。そもそもマスクの真の役割りは、どの程度効果があるかなど 科学

的な確認が伝わってきませんがまた布という物についても 同じく それにしては費

用かなりかかりますので 私は反対です。（多賀城市 パート 58歳 女性） 

 

■アベノマスクについて、一報を聞いたときは、本当にエイプリルフールかと思いまし

た。国の政策がこれなのか？とがっかりしました。愚策です。しかし、その後他国に住

む邦人の方々の一人が、国民健康保険があって一度に 600万人以上日本は解雇さ

れてない。私達はマスク２枚さえもらえない。とツイートしているのを見ると、国民健

康保険でまず基本的に医療を受けられるように保障されていたのだ。と実感しまし

た。どうしても今からの保障だけをみて比べてしまっていましたが、普段の国民生活

基準が違うことは、考えていませんでした。また、マスクの事は、配るのではなく買え

るようにして欲しいな。と思います。平日の朝から並べないですし、週末の休みは家

の家事で時間がなくなります。買い出しも増えてますし、ドラッグストアに並べませ

ん。仕事についてですが、人生何があるかわかりませんので、子供が小学生に上がる

と同時にパートを辞めて正社員に転職してます。職種も会社概要を見てあまり景気に

左右されないだろう。と考えた企業を選んでいるので、今のところ収入減はありませ

ん。その分子供に寂しい思いをさせてしまってますが、リスクの回避を考えれば当然

です。パート、派遣でいいやと思って働いて今を嘆いている方々は、考え甘いです。貯

金はしてないのか？と苛立ちます。ただ、我が家も何も影響なくとは行かず、子供が

家にいることで、水道光熱費もいつもより増え、食事やオヤツなども用意しているの

で、生活費は増えてます。定額定期を解約して、生活費の足しにしています。不平不満

ばかり言わずに、知恵を出しあい、乗り越えたいと思っています。ポジティブにとら

え、免疫力もアップ！以上です。（仙台市宮城野区 会社員 ４0代 女） 

 


