
もし休業要請があったら、国に要求する事は何ですか？（自由記述） 政府・県・市への要望をお聞かせください（自由記述）
補償 組合の総意、要望を受理していただきたい。
税金の免除と給与の補填
家賃や人件費補償　返済金の据置 正しい情報どうしたら良いのかを教えてほしい。
前年度売上の8割保証 くすりの認可

保障してもらいたい。
長期的に考えていただきたいです、助成金とか単発ではなく、借り入れ
を容易にして、利率も低いものにしてもらいたい。

生活支援

保証
要請ﾌﾞﾗｽ保証のセットと迅速な対応すべてが遅いし曖昧のところをただ
してほしい。毎日いつ感染してもおかしくないところで頑張っているので
何とか速い対応をお願いします?

休業要請してほしい
家賃　スタッフ給料

給付金などの資金援助

休業要請の対象に美容業が入るかどうかという話がでた時点で、お客様
が激減しました。
確実に濃厚接触です。
スタッフにもお客様にも来てくださいとは言えません。
でも生きていけないので休めません。こんな気持ちで営業できません。
いっそのこと対象にいれてもらった方が安心です。
助けてください。

家賃補助 消費税免除
給付金の支給
休業補償
休業補償
家賃支払い 全ての職業が、支援対象になるべきです。

100%とは言わないので60か70%の売上補償をしてもらえるならスタッフの
給料は払える。私は給料は無しでも良いのでスタッフやスタッフの家族が
怖がらない環境を作ってほしい。

しっかりしてほしい。なんのための分立か。全く機能していない。内部で
争っている場合ではない。とりあえず命を守る道を探ってほしい。疲弊し
たあとに補償してもみんな立ち上がれない。どんな綺麗事言ってもとりあ
えずお金が、しっかりした補償がほしい。

保証 保証 助成金
持続化給付金をの申請を簡単に 簡単に申請ができるように
店舗維持の補償　スタッフの給料補償 とりあえず補助
それなりの補償です

スタッフと店舗への補償
町県民税の免除、濃厚接触業の中、何の補償も無く、スタッフと身を削り
ながらの営業売上減少の中スタッフとお客様、店舗の消毒薬その他出費

補償をお願いしたい 家賃の減額
速く終息して欲しい 情報は速やかに。
とにかくお金を貸してほしい とにかくお金貸してほしい
最低でも70%の売り上げの保証
休業が全ての美容院に適用される事
組合サロンだけでは意味がない

全ての理美容の事業を休業にして、全額じゃなくていいので生き延びれ
る保証が欲しい

売り上げ保証　法人税減税及び社会保険免除 売り上げ保証　法人税減税及び社会保険免除

家賃の補助。
ありません。早く終息することを願うばかりです。
うつさない。うつされない。我々がもっと危機感を持つべきだと思います。

できるだけ早く。
外出自粛されてて確実にお客様の足は止まってしまいます。矛盾したな
かでの営業はスタッフも心身共に参ってきます。私たちもどうすればよい
か困っています。

倒産させない対策 海外の様な外出自粛の強化

休業保証
法人としてその保証の際　手続きが簡素であること。
保証を迅速に。

美容業は衛生管理があるとしても
感染リスクは低くはない。
お客様に近づき施術するため
マスクだけで感染しないとは思えない。
マスクはテープなどて止めて施術はしてますが
年配のかたもいらっしゃるので
ひとりずつの対応はきついです。

現場の現状を軽視しているとおもいます。

命のほうが
大切とはおもうが
経済がままならなくなるのが怖いのと
他店が営業していると大切なお客様の取り合いにもなり
お客様のニーズに応えるため
葛藤する毎日です。

戦争や天災と同じレベルだと思えませんか？

美容業を医療と同じレベルに考えられると思いますか？

これ以上感染拡大するとほんとに怖いです

休業保証を切望します??



事業を続けていける様に給付金をお願いしたい

自粛要請されないと、感染拡大防止の意識が薄いお客様は普通に予約
して来店してしまいます。
そうするとお店側は受け入れざるを得ない状況です。我々もウィルスから
守らなければいけない大切な人がいます。感染しているお客様がいつ来
店してしまうかという恐怖で精神的にも辛い状況です。助けて下さい。

事業が継続出来る補償と社員の休業補償 早期の給付金
地方自治体に権限を渡してほしい 曖昧な自粛をやめてほしい。
倒産させないように対策 海外の様な外出自粛の強化
保証金 保証金

最低限でも維持するための支出への補償

緊急事態宣言や自粛要請ばかりが先行し、医療従事者と同じ様に理美
容業などの業種は維持してくださいと決められても困難を極めます。感
染拡大防止のために注意勧告は大切なことですが政府、マスメディアが
揃って民意を煽るので、言わば「風評被害」と同じように美容室へ来店す
ることを期待するのは
ほぼ不可能な状態にあります。
このような事態が長引けば経営を維持することは不可能です。緊急事態
宣言や自粛要請と同時に、休業要請を出し、一刻も早く救済措置を望み
ます。

売り上げ補償
まず政治家、公務員の給料を一定期間自主返上しろ。その上で政治家
を半減しろ。役に立たないサラリーマン的政治家や公務員が多すぎる。

助成金
個人事業主への100万円給付を早くしてほしい 個人事業主への給付金

協力金等の補償
日常生活に欠かせない業種でも家族や繋がる方々がいますので、休業
しやすい補償をお願いします。

家賃保障
集めた税金の出し渋りをせず国民にお返しする感覚を持って欲しい
国会議員給与半額返納

休業補償 状況に応じて柔軟かつ迅速な支援

休業補償 補償、助成金のスピード

休業補償

今、命を守らなければ、その先もないと思います。本当にこの状況を打
開するのであれば、今より厳しい措置を取るべきだと考えます。感染・ス
タッフ・お金の事、何から考え何が解決出来るかも解らず現場に居ると、
周りも私も不安が伝染している雰囲気を強く感じます。ガッツリ商売出来
るわけでもなく、来るか来ないか解らないお客様をスタッフに出勤しても
らいリスクと隣り合わせでの営業。感染したら保健所からの営業停止と
風評被害。考えればキリがないですが、美容室もギリギリの状態だとい
う事くらいは認識して頂けたらと思います。

家賃、高熱ひ、 上に同じ
補助金 補助金

協力金　従業員所得保証　税金の減額

行動自粛の呼びかけは続けて、今住んでいる地域内で静かに過ごす自
由を認めて欲しい。全都道府県の自粛要請は良いと思う。収入には格差
があるので、税金の免除や減額等が良いと思う。普通の家庭は払うもの
が少なくなれば当面暮らしてはいけるのではないか。地域差があること
を考慮すれば少なからず経済は回るにでは無いかと思う。

生活保証をして欲しい。

他の業種と同じように休んだ分の補償してほしい
理美容業も休業要請の枠に入れてほしい2週間でもまとめて休まないと
効果がないのでは

給与保証　税金の軽減 税金の軽減

お客様そして私自身の命に関わるので感謝します、また美容室を再開で
きるまでの店を維持する資金をお願い致します

美容室の維持をしていく資金をお願いします。そして感染リスクの高いこ
とをわかってほしい、蜜より怖い、長い時間人と人が接触する仕事を理
解してほしい、衛生問題がとても悪く仕事はできません。美容師はみん
な死んでしまう。クラスターが必ずおきます。

保証 保証
スピード対応
一律目線でなく
本気の公平采配

助成金の支援が必要です 助成金の支援が必要です

美容組合員ではなくても保障がほしいのと開業したばかりで前年少ない
ので前年と比べるのではなくキャンセルなども考慮して保障してほしい

換気、マスク、消毒などを徹底して1人で営業しているサロンはお客様と
一対一なので必ずしも休業要請に含めないでほしい

休業補償を求める きちんとした補償と対策をお願いしたい



色々免除

現状をどうするかよりも、コロナに耐えた後の方が心配。
せっかく耐えたのに大量に使った税金の帳尻を合わせる為
色々な税金を増税するとかは絶対ヤダ。
逆に減らして経済を回して下さい。

耐えた後に欲しいのは希望であり、
絶望ではない。
その希望が見えない限り働く気が起きない。

間違いなく美容室の倒産によるフリーの美容師が溢れて
TVでも取り立たされているホストクラブや風俗などで働いて申告をしない
男性女性、
そのうちそんな美容師も溢れると思う。

真面目に納税して組合費を払う事が馬鹿に思えてくるので、
その辺りの厳しい罰則（美容師免許停止）などを検討して欲しい

売上に対する補償 売上に対する補償

固定経費の支援 美容業も感染率が高いことを理解してほしい
休業補償、家賃、事業ローンの据え置き 休業に協力できる補償を
美容業界も除外せずに保証してほしいです。

補助金
マツエクは濃厚接触にも関わらず休業要請に入っていないのが理解しが
たい。

固定費の金額を払って欲しい。
借金免除 遅すぎる、もう死にたい
休業分の給料 休みになったらその分のお給料がほしいです

家賃や従業員の給与の補償を70% 市県民税の減税
生活保障、家のローン返済免除 給付金と、税金免除

売り上げ保証
昨年テナントから一戸建てに移転したので家賃より返済の方が大変です
それに対しても家賃保証みたいの物が欲しい

収入の補償を少しでもいいのでお願いしたい。
全国理美容室の営業を禁止する。(一気に閉店する事で感染拡大を抑
え、終息を早める為。経済の落ち込みを長引かせない為。)

休業補償と各種給付金等の手続きを簡略化。

助成金、所得補償

不況の際は、一般的に理美容の利用が減少、また労働に対しての対価
も低い為、収入は不安定です。接客、施術の際は、対面で行う為、コロナ
感染の拡大の恐れがあります。他の職種と同様の救済措置を望みま
す。

他の事業と同様な協力金や補償を望みます。

小学2年の子どもがいます。仕事中は家で留守番させる訳にもいかず、
学校の預かりやトワイライトも利用していますが、37.1℃で帰らされ職場
に連れて行くしかなく大変困っています。
お店を開けてもお客様は来なく、来店も促せない。かといって他の事業
のように休んでも補償はないので今ある仕事を感染リスクを感じながら
やるしかない。
是非、国から休業要請を出していただきたいです。

協力金 助成金 休業補償を出して半月ロックダウン

家賃補助

休業協力金50万円
当店は中高年のお客様が主で、外出自粛要請が出ている間は美容室に
来ない。20年営業してきた当店は、閉店の危機にあります。助成金等を
スピード化して頂きたい??

休業補償、休んでは本当に生活できない。 お願いですから補償と安全に仕事が出来るまで休業させて欲しい

今のところ休業補償対象から外れているので休業協力した店舗に50万
円助成してほしい。

日々状況は悪化しているのに民間への対応に何故こんなにも時間がか
かっていて、補償も小出しにしているのか全く理解できません。こうしてる
間にも事態は悪化しているのを感じていないのか。とにかく一刻も早い
対応をしてほしい。

お金
公務員とは違い、死活問題です。今まで35年税金を何百万と払ってきて
るので、
緊急事態の時は、助けてほしい

固定経費 死活問題です。税金を返す意味で200万返納して欲しい
保証 税金免除

補償
補償(もう元には戻れないと思う)

急業保証
給付金もしくは協力金 給付金もしくは協力金
全てのサロンに対して平等にして欲しい いつも頑張って努力している方々がダメは政策はやめてもらいたい！
助成金、協力金、スピード 助成金、協力金、スピード
早くマスクが欲しい。
金銭の補償 お互いがんばりましょう

助成金などの申請の簡素化と支給までの期間の短縮、WEB申請
情報の文言の定義が曖昧でどんな人、どんな業者がどの様に適合する
のかが分かりにくい。

全社員の給料保証 全社員の給料保証

家賃などの資金

集客経費だけで月100万、家賃が50万、他固定費含め当店だけで200万
以上かかります。他の支店も含めると数千万はかかるので、いまの補助
金だけでは売り上げ減に耐えられません。会社ごとではなく店舗ごとで
補助して欲しいです。

休業補償
休業補償 スピード感



前年同月の売上の差額の補填 消費税を休止してください
固定費の補償
お金です
補償金の要請 早急に 現金が 支給される制度を作ってほしい
所得補償、休業協力金
損失補償と地域安全の確保
最低の維持費 消費税を当面廃止
生活の維持 生活の維持が出来るのであれば、自主的に休業したいです。
お金

シンプル、スピーディー、(簡素、簡潔)に人を助けるための政策を！でな
くては皆が希望がもてません

売り上げ減少になり経営が困難になる為補償をしてほしい！ 迅速な企業への補償をしてほしい！
休業保証

人、1人1人の命を大切にしたいです
金銭面の補償 迅速な決断、対応をお願いします。
他の休業要請の出ている事業所と同じ保証
速やかにスタッフとお客様を守れる状態に店舗をサポートして欲しい

他の休業要請の出ている事業所と同じ保証
速やかにスタッフとお客様を守れる状態に店舗をサポートして欲しい

協力金給付 公平な対応
問題ない保証があれば休業する 今後の経済回復に全力を出して取り組んでほしい
協力金 独自の柔軟な対応を願う

休業した分の売り上げの補填
制度が調べないとまったくわからないので
周知してほしい

できれば社会保険の免除
金銭的な保証

コロナでの死者よりも経済での死者が
多くならないよう、リスクのあるかた、
また関係者の自粛を呼びかけ
健常者は経済活動を続ける
もしくは国民全員3週間の完全封鎖

補償
営業を続けさせるのであれば、それに必要な消毒やﾏｽｸなど入るように
してもらいたい。

補助金の請求
もっと早く対策をとって欲しい。直接お客様と接する私達の気持ちを察し
て欲しい。
怖いし凄く不安。自分のお店からクラスターが出たらと思うと怖い

スタッフの給料と家賃の保証
給付金
支援内容明確　簡潔に 支援内容を明確　簡潔に
持続化給付金の対応スピード
減額になった売り上げ保証

資金援助
昨今の事態は大いに理解していますが、このままでは生活出来ません。
1日も早い対策支援をお願い致します。

休業保証金or税金の免除 安心して休めるお金の保証

自身の生活保証 店舗家賃など
自身の生活保証 店舗家賃など

休業補償
税金免除

早い終息への対策をお願い致します。
従業員への給料支払いの為の金額補償 今年度の税金免除と従業員への給料補償
休業保証 医療機関、医療関係者への優先支援
売上保証 迅速に対応してほしい

抗体検査　運転資金補助
美容室は不要不急です。感染リスクは
非常に高い。即刻、休業するべき。

全員の生活費支給
休業要請が出ない場合は美容室は大丈夫ということを強く言って欲しい
お金がないお客さんに美容補助金を出して欲しい

営業保証と税金免除 上記と同じ
当面の休業補償 県警を使って徹底した見廻りによる都市封鎖
助成金補助 衛生物資補助、助成金、市県民税等の減税
保証の充実
手続きが難しい、電子マネーは、止めてほしい。 愛知県
せめて従業員の給料補償
補償 昨年比30%、40%下がったサロンへの補償
業務に対する休業補償と人件費補填 兎に角俊敏な対応と決断を
休業保証 14と同回答および、解りやすく素早い様々な情報提供
助成金、もしくは借入返済見送り 迅速な対応

お金の保証
私達美容師は、感染してもいいんでしょうか？
命の保証するってしてくださるんでしょうか？

従業員給料の保証 スムーズに手続きができますように。

協力金のような支援が欲しい
できれば、お客様を綺麗にして癒しの時間を提供してあげたいので、美
容室に来店するように促して欲しい



現金による救済

濃厚接触を余儀なくされる美容院においては
感染についても
経済的にも
命懸けで店を開けてる状態です

お店には営業しろ！
お客さんには家から出るな！

この矛盾を政治家は納得いく説明無くしては
月末の支払い時期に死ねと言われているも同然です

見捨てるのではなく何らかの対処をお願いしたいです

各種保証 各種保証

家賃補助
休業要請出たら早く対応してほしい。

保証と 早期感染消息 検査など、すぐに対応出来る医療機関を整えて欲しいです
売上保証（前年平均） 売上保証（前年平均）
事業主及び従業員への補償。健康面を重視して休業できる環境を整え
て欲しい

早期収束重視で対策を！それが経済的にも1番大事だと思います。

補償金
休業要請に理美容もふくめてほしい。
協力金の申請を理美容もできるようにしてほしい。

愛知県は50万円の支給なので同等にお願いしたい。

美容師はお客様との距離が近い為毎日精神的ダメージは凄いもので
す。
休業してしまえば従業員へのお給料も支払えなくなるし、他店へお客様
が行ってしまうのではないか？という不安もあります。開店していれば光
熱費はかかるし、どちらにしても大赤字です。
休業要請が出れば皆んなが安心して休めると思います。

現金支給 現金支給
補償充実
補償をしてほしい 美容室も休業要請してほしい

休業保証
グレーゾーンに理美容室が置かれて居る、国は責任を放り投げてる様に
しか感じられない。もはや法治国家では無く放置国家だと思います。

補償 自粛要請を出して補償して欲しい。
助成金を、要望 消毒液、マスク、等安定して、手元に有る。安心感を、望みます。

家賃補助、給与保証
国民の基準を把握した人が政府の役人になって欲しい。隠蔽事を無くし
て下さい。

休業保証 我々の税金、コロナ対策に有効に使って欲しい。
休業期間中の生活維持補償
各種ローン凍結
ライフラインの無償化
規模に応じた対応

納税者を活かす為の努力が見えない。
経済よりも国民の命が先決
国民が生きていたら、経済は復活する
死んでしまえば、経済も成り立たない。

早い収束の為のあらゆる手段と資金援助 短じかい期間にオールラウンドでの営業停止で封じ込める。

出来るだけでいいので保証をお願いしたいです 休業要請をしていただきたい
休業補償

スタッフの給料保証と健康保険の減額
困っている人への速やかな対応
国会議員への一律保証の廃止

家賃補助、従業員の所得保証 家賃補助、従業員の所得保証
社員だけでなく事業主、専従者も雇用調整助成金の補償対象に入れて
ほしい
協力金お願いします 売り上げが下がった所に助成金お願いしたいです
時短営業などの休業補償
業種差別をなくしてほしい あらゆる業種に給付金
補償。

補償

協力金の要望(床面積に関係なく)
衛生物資の供給

*ウイルス感染が心配なので、休業したいが、経営面できめかねている。
協力金が得られる業種と同等に扱ってもらいたい。その上で、組合に加
入している店は、規模が小さいので、床面積の縛りは無くしてほしい。
*衛生物資の供給

休業保証
我々も危険を承知で営業している。閉めた所だけ支援するのはおかし
い。収入減っているのだから

店舗への休業補償と社員への休業補償

非常事態宣言による外出自粛要請で営業がなりたたなくなってしまうの
と、事業継続させるために営業努力をすれば、感染拡大を助長させる恐
れがある。感染者を自店から出せば、
風評の影響で一気にローンを抱えたまま廃業に追い込まれる。



理美容行は、不特定多数の職種の方々に対し
近い距離での接客、技術内容により
長時間に渡り対応することを
考慮して頂き
適切な対応をして欲しいです。

助成金
マスク、消毒液の優先購入、安全宣言、雇用維持の補助、分かりやすい
借入。

補償 早急な対応策
保障 保障をしっかりしていただきたい

個人事業主はほぼ自転車操業です。コロナ終息までのお店の維持が出
来るよう、とにかく保証が欲しいです??営業しなければならないので有れ
ば足りない物資を配布してください。今のままではお客様にいつ感染者
が出てしまうか不安です。

美容師は機械ではできない人の手が創り上げるお仕事です。その分お
客様との距離を保つ事も出来ないし触れていなければならない。必ず症
状が出るわけでもなく無症状の人もいると誰が感染していてもおかしくな
い状態でいつもと変わらないサービスをして行かなくてはならない。正
直、福岡の美容院のクラスターの人数を聞くと私が感染するのでは？他
のお客様に感染するのでは？と怖くなります。国は8割の接触を避けると
約1ヶ月位で抑えられるを言っていますが国民1人1人が頑張れば少しで
も早くこの危機的状況を抑えられるのも理解しています。けれど、実際に
は仕事を続ける限りたとえお客様が減ったとしても6割程度しか実行する
ことができません。経済ももちろん大切ですがまず国民みんなが感染し
ないよう心がけて終息に向かう事が最優先。このまま営業を続けていた
ら美容業界が足を引っ張る事になりかねないと思います。私もできること
は精一杯頑張りますから政府の方々も大変かと思いますが一刻も早く迅
速に適切な判断をお願いいたします

休業補償 迅速な対応をお願いします。
今までしっかり税金を納めているので社員の補償、営業補償をしっかりし
て欲しいです。

売上金の保証
個人の生活保証として納税、健康保険加入者を生活保護者等の税金、
保険料を納めていない方より手厚く保証してほしいです。

家賃補助
8割行動自粛で外出しない要請なのになぜ美容業が必要な業種と判断さ
れたのか？

休業保証
休業補償 休業補償
税金免除 税金免除

協力金がもらえないから、店が休めない。
仕事するしかないのにコロナになったら、補償もないのに休むしかない。
やっててもお客様がこない。
助けてほしい

生活補償 業種による違いに理解と、迅速に給付を。
休業補償金 迅速に対応してほしい

毎月協力金を２０万ずつ欲しいです。 何事もスピードで対応してほしいです。

休業補償
コロナに感染してしまった時の
色々な面での補償をして欲しい。

休業補償
家賃補助
休業補償
補助金、補償金など金銭的負担の軽減 休業要請を出してほしい

自粛休業を終えてから
営業が再開できるよう
家賃、従業員の賃金の補助、無利息の貸し付けをしてもらいたい。

スタッフの休業全額補償　消費税、固定資産税などの税金支払いの延
期

自粛という中途半端な対策でなく、全ての人が、体制をしっかりと「ステイ
ホーム」できる体制を早急に整え、一日も早く収束できるように。

補償
補償も含め、迅速に対応してほしい！
じゃないと、もたない

協力金を出して欲しい 同じく協力金を要請します。
休業補償 休業補償

自営業者全体納税や保険料　公的借入の一時返済救済返済停止処
置！公務員議員などの方は収入が減りませんのでとりあえず自営業者
には手厚い現金支給が必要かも？国民1人10万も自営業者だけでよ
かったのでは？その分自営業者に手厚くとすら思ってしまう次第です。そ
んなのは勝手な言い分ですがそれぐらいの気持ちですよね？とりあえず
早く時短営業助成金の対象50万の対象に！

今美容室が我慢して予約ヲ押さえお客様に不安を与えない人数制限営
業実施や我々は公衆衛生や消毒のプロファイルである事や換気の徹底
などお客様に安心していただける営業をしている事をTVやＣＭ ネットな
ど沢山配信し美容室へ行こう！と思って貰えら事が重要なのでそれに対
する協力を要請したい、休業要請の援助は当然大切ですが1日も早く美
容室にお客様が戻すのが先決では？
お客様は皆美容室に行きたいと思ってますよね？

休業補償
家賃
人件費等

融資ではなく、補償をして下さい。
みんな苦しんでます。

最低限の店の維持費

マツエクメインのお店です
この度マツエクが休業要請対象になっても
延べ床面積のせいで協力金がでません。
美容関連で1000㎡以上の店の方が少ないはずです。
100㎡以下の店舗も助けてください

現金給付、もしくは一刻も早い融資をしてほしい（現在1ヶ月以上かかる
上に審査も決して緩くない）

同上



色々な面での支援
休業になっても仕方ない時だと思うので　何をするにしても　早い対応を
お願いしたいです！

休業補償 休業補償
休業補償、雇用調整助成金100%助成 申請の簡素化と迅速な支給

休業補償

休業要請業種から外れた美容業ですが、営業していても来店される方は
少ないです。もちろん、コロナ感染リスクを恐れてもあると思いますが、店
舗休業で仕事が休みになったり、残業カットで給料が減るなどと、多くの
方が収入が落ちている状況で、これから先の生活の不安を考えると支出
を抑えていると思います。なので、やはり補償が給付で不安を取り除い
て欲しいです。

休業補償問題 上記に同じ

名古屋市が出した協力金の精度に理美容業も入れて欲しい

やるなら、とことんやって欲しい。
病院や生活用品店以外で全職種にするべき
今のままでは
理美容業界は、国から見放された感がとても強いです。
生活に必要で仕事をして下さいって事ですが
今の報道のやりかたでは
生殺しです
もし、仕事を要請して頂けるなら
休業関係なく、家賃やスタッフの給料の
協力金もお願いしたい。
国民に対して
自粛要請を強めるなら
店を空けていてもお客様は減る一方です。

休みにしても生活できるだけの補償
休業するところへの補助、それから休業要請が無いが、自主的にしてい
るところ、仕方なく営業するところへの補助を考えて欲しい。

県、市はその地域に合わせてた支援を考えて欲しい。

家賃、返済、最低賃金の全額保証

売上保証 早急な売上保証なりの、補填を！
早目の補償 借入する場合の簡素化
感染終息対策

美容師の安全対策
感染終息の対策

お店を閉めてる間の経営者及び従業員の金銭的補償

今　現在　普通営業していますががお客さんの来店数が激減していく一
方で売上は日々下がっていきます。パートさんたちに支払う給料は何処
から調達しようか　水道光熱費は？　収入がなければ支払いにも困りま
す、今から思案中です。美容業にも休業要請．時間短縮要請を出しても
らって協力金など金銭的補償を望みます。

生活費の保証

マスクは要りません、もう少し医療の方に廻したらと議員さんの給料も減
らしてください
いらん事ですが総理の奥さんも寄付集めでもして医療器具のたしでもし
たら?

お金、他業種と一緒の金額

国も政治家も信用ならない

美容組合の組織を使って美容師、美容院の未来を守ってほしい

でないと、この美容組合に属している意味がない

昨日の愛知県への申し立てを見たがもっと強く抗議してほしい

後は、美容組合が国に今後どのように動くかとその結果をHPでまとめて
欲しい

美容業従事者がこれからも事業継続でき、お客様第一の業種であること
を認知頂く事を望みます。

美容業界の健康と安全への考え方の
本気度を全国に知らして欲しい。

店舗を維持していくための保証金、もしくはお金を借りる場合、現在、各
金融機関等から借りているローン等の借り換えを認め無担保無利子で
貸し付けをお願いしたい

不要不急で出歩くなと要望するなら、ライフラインと病院、食料品店と薬
局を除く全ての会社、店舗は休業とさせてほしい。今現状は真綿で首を
絞められてる気分。今中小企業や個人事業者を守って未来の税収入に
つなげて欲しい

補償をセットに

休業補償があれば、すぐにでも応じる

しっかりとした休業補償をせつに願います。
滞在時間が長く、どうしてもお客様と近い距離での対応になる為に、休
業要請をして頂きたく思います。

補助金を出してほしい

美容業界も要請を出していただき
休業した店舗には協力金を出していただくようにしてほしい
サロン側も感染しないかさせないかと
毎日不安なまま営業してるより
休業して協力したい。
ぜひ休業要請を出して補助金協力金を検討していただきたいです

休業分の金銭的保証 河村たかし頑張れ



①休業補償②危険手当
休業要請対象外の美容所ではあるものの、市民の目もありますしスタッ
フも心配です、自主的に休業をした場合でも、同様に休業補償をして欲
しいです。

生活保障 生活保障
よく分かっていないのですが。
保証は国がどのようにしてくれるのか、自治体はどのようにしてくれるの

保障の形をはっきりとして欲しい補助金を出汁のか自分たちの税金免除
なのか全く見えてこない。

13の内容すへて
営業補償お願いします
お客様、我ら技術者の健康、安全を考えて下さい

助成金をお願いしたいです。

保証
美容室は密閉された空間の為、どんな方が来店されるか分からないの
で、休業要請の対象にしてほしいです。

売り上げ補償・スタッフの給料補償、補助金や助成金の補助 前年度の売り上げ補償。税金や固定資産や支払いの猶予。

政府が必要な業種と認定した理由についても疑問は残るが、必要な業
種と認めた以上、優先的にマスクやアルコール消毒など無償で配布すべ
きだと思う。営業してください、安全に注意して、感染しても自己責任でと
言われてるようです。
美容室の数が多いので保証は出来ないのは理解できるがあんまりな扱
いに思う。
組合は頑張ってもらってますが、政府には何も期待しません。8割行動自
粛の中営業の矛盾を感じながら来てくれるお客様に感謝しながら営業し
ていきます。

大小とわずどの商売も家賃と雇用給与がとにかく心配。一律10万なら固
定費のリスク。それが無理なら企業や事業者を通して給付するのか。蛇
口を纏めないと、無駄な給付になったり、必要な方々に行き渡らないと思
う。

国と市や県のコンセンサスを纏めて欲しい。

元々休業要請の出てる職業と同じにして欲しい。
感染リスクが高いからこそ、理美容の話が上がったはずなのに、エステ
は上がっていなかった。その後にエステは要請になり、理美容を外す理
由を聞きたい。

スタッフ、お店維持する為の補助金

美容師はとても濃厚接触であり、消毒、換気などしても完全に除菌など
できずハイリスク、お店がクラスターにもなりやすい。他の業種とは全く違
う、専門家などが誰もがウイルスを持っていると思い行動するようにと
言っているのにお客様と長時間接触する、とても危険な業種だと思いま
す。髪を1ヶ月くらい切らなくても命は取られない。どうぞ休業要請してもら
い補助金、協力金どんな形でもいいのでお店が維持できる様にしてほし
いです。

13の項目全ての保証 大きい企業だけでなく、自営へも目を向けてください
資金の援助と風評の出ない国からの説明 助けてください
従業員の給料、毎月の店支払いローンの確保 愛知県、津島市

迅速な休業保障をお願いしたい
皆さんが一番心配なのは金銭面だと思います。市町村と協力し、補助
金、助成金、融資等、迅速に対応していただきたいと思います。

迅速に いろいろ迅速、簡素に
200万申請 無利子　借り入れ

休業補償金を求めます
コロナの影響で売り上げの落ち込みが激しいくこのままでは経営が成り
立たないので資金援助をお願いします。

お金の心配
続けて　維持したいです

維持出来るように
毎月　なんとかお金　家賃分
少しでも　助けて頂きたいです

金 金

現金を支給して欲しい。 お店を開けてても売り上げがないので現金を支給して欲しいです。
休業補償 何をするにもスピードとこの先の追加支援
消費税の減税
休業補償をしっかりとして欲しい
とにかく早いコロナウイルスの終息に取り組んでほしい。 外出自粛の雰囲気作りをもっとしてほしい
素早い給付をお願いしたいです！
人件費保証 人件費10割保証
休業補償

休業協力金
生活に必要な業種であるが、一方で外出を控える協力も必要で、これが
続くようでは経営を続けていくのが厳しい状況です。

金銭面の補助 金銭面の補助
家賃の補助
スタッフ・店舗への給付・助成補償をもっと厚くしてほしい 同上
無金利、無担保の長期貸付制度(据置3年) 無金利、無担保の長期貸付制度(据置3年)
他の業種と同じ協力金など

休業補償 休業補償、経費補償
金銭的支援 コロナウイルスへの早期対応と収束への対応をお願いします。
売り上げ補償 薬の早めの開発、もしきった
保障 素早い対応
補助金
家賃、光熱費等、スタッフのお給料等さまざまな経費保障、税金面 大変とは思いますが、敏速にやってほしい。
休業補償
休業保証 個人事業主を優先保証して欲しい。
収入の補填 補填の公平化　薬剤の提供　医学の発展



会社への補助金をお願いしたいです。
美容院は三密に近くていた自分がコロナになるか分からない不安があり
ます。髪を切らないと死ぬわけではないので休業要請を出してほしいで
す。

税金を無くすこと。
テナント料を据え置き 理美容業を休業要請業種にすべきである。

経営者と従業員への金銭面での保証 経営者と従業員への金銭面での保証

休業協力金 休業要請して欲しい

営業利益の保証 何をするにしても、早い対応、簡素な手続き。

お金
薬作って欲しい

保証

今の状態では釣り堀の魚を全部追っ払っといて、ここでお金を払って魚
を釣れと言っているようなもの。国が国民を守らないといけないのと同じ
ように、経営者も働くスタッフの健康面やお金の面で守らなくてはいけま
せん。現場ではコロナになるかもしれない。。と怯えながら仕事をしてい
る状況。。
なす術がないのが本当にスタッフに申し訳ない。

お店を閉めたじてんの家賃 光熱費すべて
口ばかりでは無くなんでも敏速に行動して欲しい

休業補償 家賃免除。80％の給与補償

給付金
助成金・融資の敏速な対応。休業要請等の敏速な対応。 助成金・融資等の敏速な対応。休業要請等の敏速な対応。

普通の事業と同じでいいから休業させた際の最低50は補償がほしい
自粛要請がないことでもし美容院からコロナ感染者がでたら国は何も思
わないのか

給料補償、税金減額

全国民への完全外出禁止要請。
融資、保証手続きの簡略化、早期対応。

１ヵ月先が保証されてもコロナが終息するまで耐えれるか不安です。中
長期的保証政策の打ち出しをして欲しい。

助成金 スピーディにお願いします。
給付金 少しでも美容業をサポートしてもらいたい。
助成金要請 助成金要請
金銭の保証
それなりの保証

休業中の家賃と、スタッフの給与の保証をお願いしたいです。
国と同じく、家賃、スタッフの給与を保証して頂くか、国への要請をお願
いしたいです。

運転資金の要請　従業員の給料保証 休業要請が出ても、スタッフの生活に不安を与えないように保証して欲し

融資の返済の為の補助金

開業して間もないので、休業することも出来ず
ポスティングなどの広告宣伝ですら出来ない為、新規客獲得が全く出来
ず、開店休業状態で返済が出来るか不安です。運転資金の為の追加融
資や、
返済の為の補助金があるととても助かります。

昨年対比でマイナスでも、毎月１５%から２０%の売り上げが上がってい
て、それにした違い、昨年よりも、4人のスタッフを増やしています。見え
ない損失が大きすぎて、助成金に相当しない事もあるので、増えた従業
員の給料の何%かの補助なども考えて欲しい

一人一人に10万あげてとりあえず皆んなに良い顔するだけでなく、コロ
ナウイルスで全くダメージを受けていない人や、年金暮らしで関係ない人
などに渡っても、意味が無く
、指定外の自分達
ヘアサロンなどの微妙な接触の仕方になって、お客様が来れず、かなり
の打撃を受けている事を考えて、企業を助けるからこそ従業員の働く場
や、生活を守って行けるように考えて欲しいです

よろしくお願いいたします。

売り上げの補填
税金の免除

うまく対処して早く治めて下さい

従業員の給与６割補償、家賃50%補償 議員の給与削減、
補償 補償
現金支給
協力金 なるべく早く対応を

要求は、美容院でもクラスターになる確率は正直高いし濃厚接触する仕
事なので、いまの対応に対し理解に苦しみます。　営業して欲しいいなら
マスクを配るべき

スピード感って言いますが、対応が悪すぎます。もっと身近な業種なので
身だしなみも大事ですがサロンが潰れた方が、困るのでは。市民も大事
ですがサロンを守るのも国や行政、組合の仕事だと思います。税金払っ
てるだからしっかり仕事をして欲しい。
美容師さんは、かなり不満が溜まってますよ。

休業保証してほしい

  今のところ  思いつくのは   他の業種と  同じような  対応で  協力金を
支給してほしいと思います。

緊急事態宣言の  間は    協力金の  支給を  お願いします。

蒲郡市は4人の感染者以外、今のところ感染者が無しで地域の人の予
防の認識力が他の地域より優れている。
元々美容師は衛生管理の知識を熟知してます。

マスクは専門職以外は手作りで大丈夫です！
マスク以外の事に大金を使って下さい。

2週間、全ての業種を休業し、一日も早い収束を望みます。 2週間、全ての業種を休業し、一日も早い収束を望みます。
スタッフの給料保証は最低してほしあ
協力金を支給してほしい 休業要請してほしい



売り上げ、給与などの補償

しっかりと対策を立て、覚悟を持って、政策を進めて頂きたいです。
とにかく、早く全国民へ、現金支給して頂きたいです。
マスクは、みんな考えて使ってますから、正直ガーゼマスクの支給は、
もったいないです。

休業時の補償
休業補償を必ずして欲しい 上記同文
協力金 一時的でなく状況を見て継続的に

お店の売上補償と、従業員の給与補償
安心して営業ができるように、マスク、消毒液も用意して、マイナス分の
金額を補償して欲しい。

売上保証
従業員の賃金

早く安心して営業できるようにしてほしい??

賃金 賃金保証をしてくれなければ生活が出来ません

営業していても神経使います。他業種と同じように休業要請して頂きた

協力金
施術中に咳き込むお客様や体調が悪そうな人が最近多いので不安で
しょうがない、早く休業要請出して欲しい。お願いします。

具体的には思いつかない １４に同じ

生活費の保証して欲しい
医療崩壊が今一番　困る事だと思うので
何とか手を尽くして欲しい

それなりの休業補償
最も濃厚接触がある業種ですが、要請から外れました。止むを得ず店を
開けることが気休めにすぎず、手元に残るお金はほとんどありません。
先が見えない現実が怖く、頼れるものがありません。

生きていく為の、最低でも前年の売り上げの70%
補償

一律の支援金 一律の支援金
休業手当の早急な支給 とにかく早急な対策をお願いします。
とことん一回厳しくしてほしい。 国、愛知県で意見をあわせて迷わないようにはっきり決めてほしい。

家賃補償と給付金
支援金。融資も追加で借入をすればとありますが
追加融資をすると返済も2つになってしまいますので借入を1本化出来る
ようにして頂くと返済もゆとりを持って出来ると思います。

休業補償(家賃、生活費) 衛生確保のための、消毒の配布、マスクの配布をお願いしたい。
補助金
.勿論、全ての店舗を、これ以上感染者を増やさない様に、休業します。

.検査をする様な事態になった時にはちゃんと治療を全ての方に対応をし
て欲しい。

病院に、1日でも、早く、防護服、医療用マスクを回して上げて欲しい。怖
がられて断られるのが、1番、感染者を増やしている感じがします。家
族、仕事場に。

県.市に、美容室の、濃厚接触で非常に、危ない事を理解して欲しい。事
業規模に、合わせて、対応をして欲しい。(例　1人営業の方に50万は、絶
対におかしいので。)

迅速に動いて欲しい

保証

毎日、不安しかない日々をすごしながら、お客さまと接してます。大丈夫
とも安心してとも確実に言える事ではないので、本当に不安です。疑心
暗鬼になってしまう。
安心が欲しいです。保証があれば、じぶんも、お客様にも不安を感じる
事も少なくなるので、お店を暫く閉めるのも仕方ないとは思いますが、閉
めたら閉めたで、お客様がもう、戻って来ない気もするので、簡単には、
閉める事もやっぱり出来ないとも思います。ニュースを見るたび、感染が
増えたと聞くたび、不安しかないです。どうすればいいのか、教えて欲し
いぐらいです。

休業補償

1日でも早い給付金の支給と、衛生用品の不足の改善策をお願いしま
す。

政府には、各給付金の迅速な対応をお願いします。
県には、感染拡大防止の為はっきりとした具体策。
市には、最前線で働いている方々の安全確保
と、子育て世代の支援拡大や子供達の今後のケア

給与補償 国と各自治体ごとの金銭的支援
休業補償 コロナを抑える気ならやるなら本気でやってほしい
休業補償とセットで 県知事の対応がお粗末
従業員の給与保証 国民(従業員)の安全　安心

従業員への給与補償
家賃補償
会社が倒産してしまったら生きていけない

美容師も命がけで働いています。休業したいけど給与が払えない為休業
できない。
とにかく急いで補償をして下さい。
感染者が出てからでは手遅れです

従業員の給与保証 国民　従業員の安全　安心
休業補償 休業補償
休業補償 国民の生活維持の為に働いている側にも支援をして欲しい
一定額の給付金。全サロン徹底した休業。
生活費の確保



13の項目の支援制度をできる限り早急に確立、実現し対応してもらえる
ようにすること

まずは国民一人一人に支援が届くのが遅い。すべての国民一人一人に
対応する政策を進めるのは今じゃない。国民それぞれ支援制度を利用し
たいタイミングが業種や立場によって全く違うと思うので、まずは急を要
しているところに支援の手が早く届くようにする事。その届け方は貸付で
もなんでも早く現金を手にできる方法ならその方がいいと思う。それと同
じくライフラインの確保のための支援。その辺りは企業に協力を求めるな
ど方法は他にないのか？と思ってしまう。あとは個人に求める事を打ち
出して、一人一人が考えるための判断材料を早く、なるべく明確に示して
頂きたい。個人店を営んでる人などは公的な決断や判断が曖昧すぎて
困ってる現状。あとはやはり権力のある立場の方々が高齢者ですから
ね。かといって若さだけがいいとは思いませんが。大阪や北海道みてる
とそう思うでしょうね。

給料の補償

生活できるまでの保証をしてくれるのか。
いっその事休業対象にして欲しい。休業対象じゃないから休みづらい。
感染拡大させてしまうのではないかと不安。接近する仕事なのでどこま
で対応していいのか分からない。

コロナウイルスを必ず終息させてほしい 早く安心して、生活できる世の中にしてほしい。
休業保証と給料保証
休業保証と給料保証
医療従事者とは違うが 感染の恐れはかなりある。ただ保証がないと休
めない

水道光熱費かかなりきつくなってしまう、生活のため仕事を休めない

休業補償 経営持続の為の経済支援の早期実現

安心して休業できる休業保証

理美容は休業要請対象から除外されていますが、他の休業要請対象外
の職種と違い現実的に売り上げの減少による経営難になるサロンしか
ありません。
そして休業要請対象ではないのに理美容が不要不急とされる世論。そ
のどちらの保証や協力金にも対象にならず自粛しても営業しても立ち行
かなくなっている状態です。
休業要請対象外に対しての柔軟な保証をお願いしたい。

お店の存続補償?? いち早くのコロナウイルスの収束 市民の気持ちをわかってほしい。
固定費の助成 国と連携した支援策を美容にもついかしてほしい

しっかりした補償

感染のリスクがあっても生活の為お店を開かなければならないのが現状
です。
お客様やスタッフやスタッフの家族の事を考えると自主休業するのがい
いのでしょうが、難しいです。
何故美容室は休業要請の対象外なのでしょうか？1時間近くもの時間1
人のお客様と接触しなければならないんですよ。
美容師は感染しても構わないという判断なのでしょうか？
休業要請してちゃんと補償してもらえれば無理にお店を開ける事はしま
せん。

個人事業主一律100万円支給
家賃の8割支給 個人事業主100万円支給

福岡市のように家賃の80%上限50万、

理容と美容を別々に考えるべき、理容は顔剃りを除けば、対面しない
が、美容はシャンプー台の形状等、対面する時間が長い為。政治家の身
嗜みの為に床屋が必要であるならば、女性議員の声を届けるべきでは
ないですか？ このまま営業して、もし、感染者が、でたら、損害保険会社
に休業補償を出して頂けるようお願い致します。現在、全ての損保はコ
ロナは法定伝染病ではないとの見解です。美容組合の賠償責任保険
で、休業補償(最大3ヶ月粗利を負担)できませんか？今こそ、理事長の
力で、組合員を安心させる政策お願い致します。

補助金
事業継続維持のための資金援助休んでても 休んでても売上分の補償と経費の維持や管理者

速やかに休業協力金の支払い
早く終結させて通常期に戻らないと生活していけない。
早くから店、個人としてやれる事はすべてしている。スタッフも経営者もコ
ロナ疲れしてきているので美容室も休業要請業種にして欲しい

休業保証金

行っては行けない、しゃべっては行けないと、長時間の接触がある美容
院には行かない方が良い。とさんざん言われ、客数は激減。開店休業状
態です。
完全に経営困難な状況です。

補助金を出して貰いたい。スタッフへの保証も考えて貰いたい。
賃金の補償
休業保証
売り上げを満たす休業保証 家賃補助などをスピーディーに実行して欲しい

休業中の補償。

休業している間の補償と、税金の減免
働く＝収入に直結してしまうため。
実際営業しても、客足が、減れば収入がなく、こまる。
衛生面心配だし、高齢のお客様が多いので、神経を使っています。

生活の保障 生活の保障



事業主に対して『休業している間の従業員の補償と扱い方』などの指導
をして欲しいです。美容院は事業主だけじゃなく、雇われているスタッフも
立派な美容師なので、事業主に補償金を戴けるのはとてもありがたいで
すが、美容師の資格を持つ従業員にも何か補償とか、事業主が従業員
にやってあげられる事、やらなくてはいけない事などを指導していただけ
るとありがたいです。うちは休みの間も給料を通常通り支払えるまで払う
予定ですが、例えば従業員の給料が払えなくなった時『一度解雇して失
業手当てを貰ってもらう方が良いのか？』など考えますが、これを全店舗
がやってしまうと、国の財政がパンクします。でも従業員にも家庭があり
生活があるので、そう言う時にどうしたら良いのか、良い方法を指導して
欲しいです。また、休業要請が出たとしても、その間、お客様の都合など
で、完全にお店を閉められない美容院もあることを知っておいて欲しいで
す。

美容組合の江南支部は役員の皆さんが話し合って、江南支部(犬山・扶
桑・江南・岩倉)全店舗に【マスク・消毒液・見舞金】を配布してくれます。
小さな集まりでも、やれることを精一杯やってくれています。うちの美容
院では、業者から業務用の消毒液を仕入れて、それを小分けにして困っ
てるお客さんに配布したり、マスクが手に入らないお客さんにマスクを差
し上げたりしています。こう言う点では美容院は、一般の皆さまの役に立
つので、営業していても良いかも知れませんが、やはり『テレビで外に出
るな出るな』と言われれば、お客さんも減ります。ツラい現状です。美容
院に休業要請が出ないのは、きっと美容院には役割があるからだと思っ
ています。でも、従業員を守りながら、お客さんを守りながら頑張るにも
限度があります。私たち美容院ももう少し踏ん張ります！なので、それぞ
れに出来ることを頑張って、この苦境を乗り越えて行きましょう！

資金 市民は濃厚接触業者と断定している
補償金と不動産への家賃値下げ コロナが怖くて睡眠ができなくなってきました。

補償金
理美容室も休業対象にして欲しい。その方がお客様もお断りしやすい。
ごねられると恐れながらも施術しなければならない。

他の施設同等の補償 あまりにも、酷い施作

賛同する理由と同じです
気をつけてても三密にはかわりません！

休業要請を出してください！
理美容も要請の対象に含め、１日でも早く給付金の支給をお願いしま
す。

14の記述と同じです。

店舗維持補償、スタッフ給料補償、消費税減額
濃厚接触の仕事です。営業することがスタッフお客様に対し不安で怖い
です。休業補償してほしいです。

ちゃんとした休業保証
三密なのに自分たちの命を守る事も出来ず、もし感染者が店から出た場
合、風評被害でたちまち廃業に追い込まれるのは必定です。

保証

休業保証金を出して欲しいです
美容室は、３蜜に属します。髪などからウイルスが移り　クラスターになり
かねません。そうなった場合　店を続けていけないので　休業日要請を、
出して下さい

最低、保険料の怪我、入院に伴う休業の保証と同等の保証 誰もが納得いく、みんなが保証がいきとどくことを切に願います。
休業協力金

助成金が保証されれば協力したい

徹底的に対応して頂きたいです
助成金にしても中途半端でせんぎりされると受けられない立場になった
らつらすぎます

売上補償 休業要請

売上の補填

特に美容業界の個人事業は自転車操業です。その日の売上で支払いを
回しています。売上が無いため支払うお金もありません。このままでは廃
業を余儀なくされる所が多いと思います。皆さんいろんな想いが込めら
れた大切なお店です。守りたいはずです。どうか金銭的救済をお願いし
ます。

補償
休業保証などの書類の簡素化 すべてを迅速にして欲しい
協力金 営業自粛した場合、50万の協力金

せめて他の業種と同じ扱いにして欲しい 2、3年でも期間を設けて消費税を無くして欲しい
お客様からは営業して欲しい声もとても多いので休業要請はしないで欲
しい。感染防止策を最大限行い、お客様の声に応えたい。
美容は安定的な社会生活を送る上で必要な業種と改めて認識した。
休業要請があったら、家賃と人件費の保証を要求したい。

美容業は売上に対する固定費割合が多いので、協力金などの1時金で
なく、毎月の固定費の保証をして頂きたい。

休業補償金
衛生面に気をつけたいのでアルコール消毒え、マスクなどのしえんがし
てほしい

休業後の収入の保証。

美容室は本当に日常生活に必要な業種なのでしょうか？休業する事で
安定した収入が無いのは不安です。でもダラダラ休業する業種としない
業種があるよりも、医療、福祉、ス―パ―以外は3週間休業！！にした
方が早くゴ―ルが見えるのではないでしょうか。

協力金が出ればありがたい。
本気で終息させたいのであればほぼ全てのところを休ませないとダメな
のでは？
目先のお金より命です。私は。

生活するための補助金

美容室もお客様と密で接するので、感染リスクがないとはいえません。
中途半端にするよりも「生活資金支援と休業要請」をセットに、安心して
協力できる体制にして下さい。
働きたくても外出自粛要請での客足減少や感染リスクに怯え、休むにし
ても収入ゼロで地獄です。

補償

休業補償金
衛生面に気をつけたいのでアルコール消毒え、マスクなどのしえんがし
てほしい

店を継続させるに必要な金銭補助または税金等の免除
人件費補助 雇用を守る制度の拡充をお願いしたい。
他業者と同様金銭補助 濃密を理解して休業店対象にして欲しい

金銭
三密が回避出来ない。マスクもない。生活苦  それでも今、必要な業種な
のか疑問。

家賃保障 家賃保障



家賃の保証、生活するための給付金
国、同様、家賃の保証、給付金をお願いしたい。
長く続くとお店が、もたない

多少でも支援して頂けると助かります 多少でも支援して頂けると助かります
家賃、インフラ、集客サイトの無料化 家賃、インフラ、集客サイトなど、無償化

家賃などの補償

休業要請の対象ではなくとも、働いてて正解なのかというスタッフの気持
ちなど平常営業出来る状態ではない！多くのサロンが、そういう気持ち
を抱えながら、それでもやれる事を、やるしかないというギリギリの選択
をしている。
8割人との接触を避けてくれと言われた時点でサービス業からすると営
業妨害になるわけで、
明確な補償または、営業に対するサポートなどやって頂かないと、コロナ
収束を待たずに多くの美容室または、美容師が資金面も精神面も崩壊し
ていきます！

サロンの大きさは関係ないので考慮してほしい
お客様との濃厚接触がある仕事です
補助がないと経営を止めることが出来ない方もいます。

雇用者の給与助成金 助成金の手続きの簡素化と補償のお願い
休業補償をして欲しい。持続化給付金の制度見直し。（50%減少なんて厳
しい）

同上

お金

休業要請にならないと自粛疲れのお客様が癒しを求めて来店します。空
いているお店を探してお客様が動きます。補償とセットで休業要請をお
願いしたいです。規模は関係ないと思います。マンツーマン経営でのど
んなに小さいお店でも施術中の密は避けられないですし、安心してお客
様が来店してしまいます。よろしくお願いします。

休業することによる維持費の補助、個人事業主への追加給付金
消毒の手順。 頑張って行きます！

企業に対しての家賃や税金も補償、パート、社員含めてスタッフへの保
証をしてあげれるくらいの補償額

休業要請対象の企業やそれに関わる人の健康は守られたうえで協力金
が出るのに対し、健康へのリスクを抱えて不特定多数の方に2メートル以
上離れて仕事ができない状況の私たちは経済を動かしているにもかか
わらず何も守ってもらえるものがないのは色々な角度から考えてもリスク
が高すぎると思う。健康第一・stay homeとかかげるのであれば本当に急
を要しない限り対象に入るか違う形で補償が必要だと思います。

協力金の補助。 助成金。

保証を明確にして欲しい

このままの対策だと長引くだけで治ったとしても美容室以外でもかなりの
お店が閉店し
自殺者、生活保護などさらに今より大変な局面を国が迎え景気回復が
鈍くなると思います
国の基幹産業が先に復活した国に取られたりもしくは国土まで摂取され
かねません
他の人の受け売りですが日本国民全てに一人10万円程給付金を渡しイ
タリアやフランス、台湾のような外出禁止を出し違反したら100万円程の
多額の罰金をつける
それを一年間やっても120兆円ぐらいなので政府のたてた108兆円より少
し多いですがこのままより良いと思います
あと遅いです
政府の動きがすごく遅いです
他の国と比べるとこの遅さは異常です
そんなに国民にお金で助ける事が嫌なのかと思うと残念です
国民から摂取するのは早いのに。

一日も早い休業要請をお願いします。沢山の美容師が感染の恐怖に怯
えながら仕事をしています。新たなクラスターを作らないためにも、お願
いします。

補償をしっかり

3密なのに規制が架からないのが不思議??
直接お客様に触らないと出来ない仕事です??
これで規制が架からないのが本当に不思議です??

他の業種と同じで良いので保証をお願いしたい。

休業要請が無いのなら、なんらかの安全対策を教えて欲しい。アルコー
ルやジア塩素酸水など、何をどうすればいいか。
全くわからない。
かなり濃厚接触する仕事なのに、そのままどうぞではひどすぎる。

家賃保証　金融公庫貸し付け支払いの延期

店舗の広さ関係なく、売り上げ減少の補填をして欲しい
休業要請がないので、休みにできないのに、お客様は来ない、売り上げ
はない、正直困っています。営業している人への補助金などが欲しい。

国に求めても願う結果にはなりそうにないので、自分で対策が必要と思
いますが...。収入が減ると対策費用もいるということで結局お金が必要で
すね

自主的に営業自粛と、営業継続とどちらが正確ってないと思いますが。
近隣住民の役に立とうと営業しているお店にも支援が欲しいですね
休業したところだけ支援されてもどうかと思います

協力金の支給。
面積によって休業要請協力金が出ないのはおかしい。１０００平米以上
の店舗でなくとも、収入は激減している。

最低限の固定費の補償 一刻も早く、ど～するのかを決めて欲しい



家賃などの固定費の一部補助
美容室もこのような緊急時で生活に絶対必要な物では有りません、出来
るならば感染拡大の為や御客様やスタッフの感染になるかも知れません
ので、外して欲しいです

補償を明確に、確実に迅速にして欲しい。

全ての決断が遅いと思う。休業と補償は同時に発表して欲しい。理美容
に休業要請な人が出ないのは全国の件数が多すぎて補償が難しいか
ら、ではないのか？はっきりと休業要請されないと休めない。営業継続も
リスクはある。お客様が来ないのに店は開けていなければならないし、
来店されて有り難い反面とても気を使う。消毒や衛生環境を今まで以上
に整える為に経費もかかる。見直しが出来て良い面もありますが、負担
と不安は大きい。

休業補償 現場サイドの感覚で一歩先行く対策を要望します。

休業保証、補助金。
理美容業が休業要請、時短要請の対象外というのが理解できない。直
接肌に触れる業務は風俗と変わりない。
今休業要請が出ている業種と同等、又はより危険である。

運転資金の支援(使い方を区切らないで欲しい)
全部の職種を休みにしてほしい！お客様からも休みたいという不満の声
が沢山上がっている

休業保証 緊急事態宣言と言いながら、緊急な対応をしてると感じない

金銭面の支援
なぜこんなにも密になるのに、休業要請にいれてくれないのか。営業時
間短縮だけでもいいから出して欲しい。

毎月の家賃と従業員と雇用主の援助金
家賃保証　人件費補助 助成金による補助を増やしてほしい
店舗家賃の補助と人件費の補助と国民に一律20万円補助

期間限定でいいので消費税0%にして欲しい。

他業種同様の協力金。

三密を避けるよう散々アナウンスしながら、長時間の密接が強いられる
美容業が休業要請対象外は矛盾していると感じます。

多くの方々に避けるよう促している、条件下でなかば営業を強いる。

そして国民には避けろ。

餌は与えないし、近づかないよう注意喚起はしているけど、頑張って勝
手に生きていって下さいねと切り捨てられているように感じます。

補助金の増額 美容室もエステやネイルと同じように対応して貰いたい。
固定費の補償、社会保険料の補償、従業員給料の補償 スピーディな対応力
保証 何でもいいから、早めの対応をお願いします。
保証

休業してる間の生活の出来る様にして下さい のんびりしていられません、早め早めに実行して下さい

新しいチャレンジに向けての支援金、保証金

厳しい現状ではありますが、ここを乗り切っていくしかないのでなんらか
のサポートがあればありがたいです。
時代が変わる期間なのかとも思うので、美容室が美容だけに限らず新し
い何かをしていかなければいけないなと日々考えさせられます。

皆様で前向きにがんばるしかないと思います。

給与補償、家賃免除、税金免除もしくは減税
お金の免除 コロナに対しての対応が遅すぎる

協力金や助成金
協力金や助成金で個人事業主を救ってください
我々は会社員の方達のように生活は守られてはいません、お願いします

家賃保障　時短保障
国が個人に向けての保障が難しいのであれば各県に補填して各県がみ
あったやりかたで保障してほしい

生活保証金など 生活保証金など
通常売上の半分補助 1ヶ月分売上補助があれば1ヶ月休業は出来ます。

資金援助（返済不要のお金）。最近免除。
エステやネイルに休業要請や援助があって、なぜ理美容業は援助がな
いのか。不公平。援助がある他業種にも、理美容よりも感染リスクが少
ない業種があるのが納得いかない。もう生きていくことが困難。

休業の協力金 医療機関への絶大なる支援

休業補償金。

スーパーやコンビニでは3密の対策はできても、美容院では密接の対策
は確実に出来ません。自営業でやってる分、仕事して稼がないと家族を
養っていけないのですが、お客様がご来店されなければ収入はありませ
ん。
学校や幼稚園は休校や休園をしていても、3密で仕事ができて給料もも
らえて生活できますが、自営業の美容師は感染するリスクをおって仕事
をしても収入がほとんどないです。
そういった職業の人に対して、もっと安心できる補償が欲しいです。

売り上げ額の保証 安心して休業できるようにして下さい！
家賃補助 消費税免除
お店の継続の為の現実的な対応 早い判断
保証 休業保証をしっかりしていただければ休業でも構いません。
売り上げ補償 即の融資



素直に応じる。スタッフにもお給料を払わなきゃいけないので５０%ダウン
で100万支給とかじゃなく、30?４０%ダウンでも支給してほしい。なぜ、ネイ
ルサロンは休業要請あって、美容室がないのか。みんな命かけてリスク
おいながら営業していますよ。

美容室を休業要請にら入れてほしい

従業員の賃金
今回高額で買い込んだ消毒薬、マスク等の購入費用 補償申請は迅速かつ簡単にしてほしい。

協力金
大家が家賃値下げに応じない。痛み分けを徹底してほしい。 家賃、給与保障。

休業に伴う売上減少分の補填
売上の80%補償 後手後手にならぬようスピーディーに手を打ってほしい。

協力金のスピード化
休業対象でない今、開けても人が出てこないからお客様もこない。経費
もかかる。ならばいっそうの事、休業要請出してもらった方がよい。持続
化給付金もいつ出るのかわからない。

補助金

補助金、今後の運転資金補助

美容室は思っている以上に感染リスクの高い業種だと思います。休業要
請がなく補助金がない以上、お店を存続するためには、営業を続けなけ
ればなりません。お客様にもいろいろな方がみえ、中には感染を恐れず
遊び回っている方などもみえます。医療施設と違い、マスクやアルコール
の支給もなく、自分たちで何とか対策していくしかありません。なによりお
客様の減少により、税金の納付前で正直ギリギリの状態です。美容室は
店舗数が多いのであえて国は何も補助しないのかなと感じてしまいま
す。
今後の何かしらの金銭的な補助があることを期待しています。

理美容師の生活の保証 公衆衛生の向上の為に取り組む事を強化し協力し助け合える仕組みづ

今ある補償、もしくは先を見据えたある程度の期間にたいしての補償も
含め対象になる枠が緩めていただきたい。
経営者、従業員の生活の為。お客様の需要に対応する為。

１店舗に対しての家賃、給料、固定費補償、助成など、今だけではなく先
にを含めた活性化の先行投資としてでも前向きに今でも仕事をしている
業種に対して力を入れて頂きたい。

しっかりとした保証

私達は直接お客様に触れて仕事をしている。衛生用品も足りていませ
ん。
いつも感染の恐怖に晒されながら仕事するのは耐えられません。なんと
か国に強く働きかけて休業要請を出していただきたいです。

休業要請された場合補助金対象にしてもらえれば休業も考えてるおりま
す。是非、補助金対象にして欲しいです

休業要請された場合補助金対象にしてもらえれば休業も考えてるおりま
す。是非、補助金対象にして欲しいです

助成金など救済の素早い対応
助成金 美容室も。休業要請してほしい
休業補償も少しでいいので出してほしい。無くても休業要請してほしい。
はっきり言って営業する事自体恐いです。

理美容も休業要請してください。

所得保証 営業するうえでの消毒液とマスクの優先支給

休業要請には従います。
生活に必要な業種ということで営業を続けさざるを得ない状況です。
お客様や従業員、商社の方や配達スタッフさんなど、多くの人が不安と
恐怖を感じながら毎日を過ごしています。
休業要請対象の方はもちろんですが、私たち対象外業種も危険とリスク
に晒されながら、できる限りの新型コロナウイルス感染防止を行っていま
す。
経費もかさみます。売り上げも減りました。先が見えずスタッフも疲弊して
ます。助けてください。

2019年11月に開業致しました。補償、融資などの制度を利用しようとして
も、昨年比の実績がないので取り合っていただけません。
新規事業者への規制緩和をお願いいたします。

助成金や税金の免除
今のところはなんとかなるが、長引けば国からの支援を受ける事が出来
るのか？

スタッフの休業補償
急に明日から休めと言われても休めません。
入っしまっている予約はどうしたらいいですか？
今知ったので　お客様に連絡すらできません。
このニュースを見た　来店予定のあったお客様すらキャンセルになりそう
です。
さらに客足が遠のきそうでとどめをさされた気がします。

休業補償
経営者ですが、今　協力金のこと知りました。
明日からどうやって休むの？
組合に入っているとこだけ？
上からこの案持ってこられて、組合はありがとう　と受け取ったのです
か？
すべてがどうかしてます。

保証の充実と申請のしやすさ 保証の充実と申請のしやすさ



愛知のみ協力金がでましたが、組合にはいっているうちの店にも連絡が
回ってきていません。今　予約がはいっているお客様からの問い合わせ
が多数あり　休業要請と勘違いされてキャンセル続出です。
そこで初めて協力金のことを知りました。
24日から休業したところが対象らしいですが、今日からどうやって休めば
いいですか？
中途半端なことはやめてほしいです。
このニュース見てさらに客足が遠のきそうです。
それなら全国的に休業要請に入れてもらえるよう、さらに国にあげてくだ
さい。

同じ美容業なのに、なぜ組合か非組合で差別があるのか？疑問です。
逆に早く休業要請した方が良い。 県独自で休業要請出してください。

給付金が欲しい
５０万支給に美容院も含めて欲しい　お客さんと２メートル距離とれない
し、長時間接するし、急を要しません　中には不潔なお客さんもいます
窓たくさん無い　毛がつくからマスクしてられません

※一部、重複回答あり
※文字がグレーの部分は、協力金対象日である4/24以降の回答



10-1:緊急事態宣言への対応について 10-2:上記の理由をお聞かせください

時短勤務を開始している又は予定している
家族従業員以外の従業員が産休の為家族のみなので時短し、営業して
いる。

時短勤務を開始している又は予定している 休業は出来ないけど、出来る範囲での対応
時短勤務を開始している又は予定している

時短勤務を開始している又は予定している
休業するには、保障もなく経営的に難しい、お客様の為スタッフの為、予
約を調整しています。

時短勤務を開始している又は予定している 子供が学校が休みのため
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している スタッフの健康と夜の予約が入らないため
時短勤務を開始している又は予定している お客様が来店されない

時短勤務を開始している又は予定している
理由もなにも生きていくために仕方なく営業している。ただ毎日コロナが
恐い。でもお客様も大事。心が壊れそう。

時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 客数減少の為スタッフを早退させている
時短勤務を開始している又は予定している 固定のお客様が主なので予約のみの営業

時短勤務を開始している又は予定している
お客様の来店時間を調整しているためスタッフの就業時間が長くならな
いようにするため。

時短勤務を開始している又は予定している はっきりした決まりがないので、不安の中開けざるを得ない状況
時短勤務を開始している又は予定している お客様来ないので
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 来店客数が少ない為

時短勤務を開始している又は予定している
コロナウイルスも恐怖ですが、倒産する事も恐怖なので補償もないまま
休業出来ないから

時短勤務を開始している又は予定している

時短勤務を開始している又は予定している
補償がないので少しでも現金確保の為休業しない。時短は従業員のみ
助成金、最低限の賃金で解雇しない手段としてやっていく予定。

時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 感染予防、スタッフ、お客様
時短勤務を開始している又は予定している 従業員への配慮
時短勤務を開始している又は予定している 休業出来ないので、時短努力実施
時短勤務を開始している又は予定している 合理的　経費削減
時短勤務を開始している又は予定している コロナに感染したくないしさせたくない。
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している コロナ感染を少しでも防ぐために
時短勤務を開始している又は予定している スタッフの気持ちとお客様の動向から

時短勤務を開始している又は予定している
ウイルスの感染にお客様もおそれているし、当店がクラスターになっても
いけないので。

時短勤務を開始している又は予定している 開けていてもお客様が来ない。
時短勤務を開始している又は予定している 来客が減っていて減らした方がいいのかも
時短勤務を開始している又は予定している スタッフの健康を守る為。働き方改革へつなげる為。
時短勤務を開始している又は予定している 予約もキャンセルや来店されるお客様が少ないから
時短勤務を開始している又は予定している 来客数が少ないのと　スタッフの健康のため
時短勤務を開始している又は予定している 感染拡大防止の為
時短勤務を開始している又は予定している 社員の給与を保証するため
時短勤務を開始している又は予定している 自粛は必要
時短勤務を開始している又は予定している お店を開けていても来店客がほとんどなく緊急事態宣言
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 資金繰り

時短勤務を開始している又は予定している
休業してもいいが、ご自身でシャンプーできないお客様がいて、うちが休
業してしまうと困るだろうと思い予約制限にする予定

時短勤務を開始している又は予定している 自主規制の為
時短勤務を開始している又は予定している お客様が 来ないから

時短勤務を開始している又は予定している
もし休業した場合、休業後、予約の殺到が予想されクラスターの原因と
なる為…時短勤務、スタッフ調整をし3割?5割ぐらいの縮小営業を行なっ
ている。

時短勤務を開始している又は予定している 世間に合わせるため
時短勤務を開始している又は予定している 営業時間を調整して、3密を避けいる
時短勤務を開始している又は予定している まずは時短し、様子を見ながら休業も考えている
時短勤務を開始している又は予定している 客数の減少、スタッフの健康を守る為
時短勤務を開始している又は予定している 客数が少ないため
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 補償もないので休業にできません
時短勤務を開始している又は予定している 今後の予約状況の減少と経費削減

時短勤務を開始している又は予定している
スタッフ、お客さんの感染リスクを考え、予約制限して営業している。保
証がない場合リスク承知で営業せざるを得ない。

時短勤務を開始している又は予定している クラスターの原因にならないようにする為
時短勤務を開始している又は予定している 人との接点を極力避けるため
時短勤務を開始している又は予定している 夜の来客が減った為
時短勤務を開始している又は予定している コロナでお客様が見えないから、

時短勤務を開始している又は予定している
どうしてものお客様には完全予約でお一人だけの受け入れで営業してい
ます。返済などもあるので完全休みは不可能です。

時短勤務を開始している又は予定している 来店数が減っている中でも、カットの要望の電話はかかってくる為
時短勤務を開始している又は予定している お客様の要望に答えながらも少しでもリスクを避けるため
時短勤務を開始している又は予定している おうち時間を増やすため
時短勤務を開始している又は予定している



時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している スナック、クラブのお客様が全く無く早く閉めてます
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 扉開けたままだから夕方以降冷えるため
時短勤務を開始している又は予定している 従業員の健康を考慮して
時短勤務を開始している又は予定している 感染予防
時短勤務を開始している又は予定している 来店数減少。スタッフ健康管理。
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 予約ない
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している お客様が、みえないので、開けていても、しょうがない
時短勤務を開始している又は予定している 自分たちが感染するのは怖いが保証がないので営業するしかない
時短勤務を開始している又は予定している 親の介護も有るから。
時短勤務を開始している又は予定している ご自分で、洗髪出来ないお客様の為
時短勤務を開始している又は予定している 従業員給料
時短勤務を開始している又は予定している お客様が来店されないし、自分も感染が怖いです。
時短勤務を開始している又は予定している スタッフね精神的負担を軽減する
時短勤務を開始している又は予定している 予約があるから
時短勤務を開始している又は予定している 平常営業してもお客様が来店してくれないから
時短勤務を開始している又は予定している 感染拡大防止のため
時短勤務を開始している又は予定している お店は開けるけど誰も来ないし、予約もないので早く帰ります
時短勤務を開始している又は予定している 感染拡大防止のため
時短勤務を開始している又は予定している 休業要請がでていないため。
時短勤務を開始している又は予定している 自粛要請出ていない、少なからず予約が入る
時短勤務を開始している又は予定している 人件費また、光熱費を考え
時短勤務を開始している又は予定している スタッフさんの休業に伴い
時短勤務を開始している又は予定している 休業しても補償がない
時短勤務を開始している又は予定している 来客数の減少と感染リスク回避
時短勤務を開始している又は予定している 接触機会を減らすため。
時短勤務を開始している又は予定している

時短勤務を開始している又は予定している
感染拡大予防の為にスタッフを休ませたい。来店客数減少(店内来店客
数制限)の為の人件費節約

時短勤務を開始している又は予定している なるべく、人対人の接触時間が短い方が良いかと思って。
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 開けていても、お客様が来られないので……
時短勤務を開始している又は予定している お客様のご予約がある時のみ営業している。
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 従業員の安全
時短勤務を開始している又は予定している 減少＝時短

時短勤務を開始している又は予定している
愛知県の時短営業助成金の対象となった場合の対応とスタッフの健康
管理感染防止協力の為

時短勤務を開始している又は予定している お客様が見えない。
時短勤務を開始している又は予定している 給与が払えない

時短勤務を開始している又は予定している
自主休業までは生活や店の運営のため出来ませんが、すこしでも感染
を拡大しないために自分でできる範囲として時短営業にしています

時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 完全予約にて個別対策してます。
時短勤務を開始している又は予定している 自粛に取り組まないといけないような雰囲気だから

時短勤務を開始している又は予定している
日に日に予約数が減って来ている事と、ウィルス対策で時間が取られる
ので時短営業を始めました

時短勤務を開始している又は予定している 予約のキャンセルにより、水道光熱費も出ない状態
時短勤務を開始している又は予定している スタッフとお客様の健康優先
時短勤務を開始している又は予定している 客数とスタッフ安全
時短勤務を開始している又は予定している コロナ対策
時短勤務を開始している又は予定している すでに入っているお客様でどうしてもキャンセルできない方のみの営業。
時短勤務を開始している又は予定している お客様、スタッフの安全、健康維持のため

時短勤務を開始している又は予定している
美容師も濃厚接触者になる恐れがあるので、予約がなければ自粛のた
めお店を早く閉めてます

時短勤務を開始している又は予定している 売り上げの減少、時短営業で雇用調整の予定

時短勤務を開始している又は予定している
お客様が減っているが光熱費もかかる。休業要請対象でないと言われ
ているが、都の要請の話の時に、理美容の話が一般の方にも広がり、営
業しにくいです。お互いの感染リスクもあり心配しながらやっています。

時短勤務を開始している又は予定している お客様とスタッフの感染防止と健康維持のため
時短勤務を開始している又は予定している 安全を確保するとともに、来客数の少なさ
時短勤務を開始している又は予定している 経費削減の為
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 夕方は全然　来ないから
時短勤務を開始している又は予定している 開けていてもう客がない
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 国や県の方針に協力するため。
時短勤務を開始している又は予定している 家賃の支払い
時短勤務を開始している又は予定している お客様が少ないので、必然的に早く終わる。
時短勤務を開始している又は予定している お客様の不要普及外出を減らすため
時短勤務を開始している又は予定している 今の所は時短ですが今後の状況を見て休業するかもしれない
時短勤務を開始している又は予定している 人が来ない
時短勤務を開始している又は予定している 三密頻度をさげるため



時短勤務を開始している又は予定している まだ、時短にはしていないが、今後の予約の状況を踏まえて。
時短勤務を開始している又は予定している お客様が少ないから
時短勤務を開始している又は予定している お客様が来ない
時短勤務を開始している又は予定している 高齢者の割合が八割
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している お客様が来店数が減っているので時間短縮してます。
時短勤務を開始している又は予定している 人工密度を抑え感染を防ぐため。
時短勤務を開始している又は予定している

時短勤務を開始している又は予定している
国が生活に必要不可欠な業種以外、全て休業要請をして下されば休業
致します。

時短勤務を開始している又は予定している 自粛要請による客数減少のため
時短勤務を開始している又は予定している 世間との足並みを揃えるため、また経費削減。
時短勤務を開始している又は予定している 客数が減り、時短せざるを得ない。
時短勤務を開始している又は予定している お客様の予約が入らない為
時短勤務を開始している又は予定している 休業すると給料、家賃を払えない
時短勤務を開始している又は予定している お客様が減っているので時短にしている
時短勤務を開始している又は予定している 美容院は生活において必要な業種と明言されたから
時短勤務を開始している又は予定している 客数減少の為　無駄に開けておく必要性を感じない

時短勤務を開始している又は予定している
勤務人数も半分に減らし社員ウイルス感染を防ぐためと、営業してもお
客様が少ないので休ませて助成金の対策もしています。今後、このまま
の状態が続けば一週間ほどの休業も考えています

時短勤務を開始している又は予定している 午後からの予約が入らない。
時短勤務を開始している又は予定している 予約数を絞り感染拡大防止の為、スタッフの体力温存の為
時短勤務を開始している又は予定している ご予約の制限
時短勤務を開始している又は予定している お客様の数も減り、スタッフの時間差勤務をお願いしてます。
時短勤務を開始している又は予定している 今の状況を考えて

時短勤務を開始している又は予定している
世の中に合わせて、時短営業しているが、休業すると、その後に逆にか
たまって、クラスターになると怖いから、

時短勤務を開始している又は予定している 自粛するために時短営業をと思った
時短勤務を開始している又は予定している 売り上げが無ければ生活出来ないから
時短勤務を開始している又は予定している 固定客からの要望が多いので休業できない
時短勤務を開始している又は予定している 感染が怖いので
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 休業してしまうと全く売上が無くなってしまうので時短営業にしています
時短勤務を開始している又は予定している 予約は、減っているので、時間のセーブにて光熱費を抑えたいので
時短勤務を開始している又は予定している 客数の減少
時短勤務を開始している又は予定している お客様が少ない
時短勤務を開始している又は予定している 混雑を避けるため
時短勤務を開始している又は予定している 従業員への感染のリスク
時短勤務を開始している又は予定している 全体的な客数減少予測と従業員のケア
時短勤務を開始している又は予定している 感染リスクを減らしたいのと予約が入らないため
時短勤務を開始している又は予定している 客数減少予測と従業員のケア
時短勤務を開始している又は予定している 対象外につき働かざるを得ない。感染経路を少しでも抑えるため。

時短勤務を開始している又は予定している
時短は単に１日に会う人の数を減らしましょうという試みにもとずいての
措置です

時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 自主休業が難しいので、せめて時短をと考えています。
時短勤務を開始している又は予定している 急なキャンセル多数のため

時短勤務を開始している又は予定している
お店を休業したところで休業補償も無いしランニングコストは確実に出て
いくしスタッフの最低補償もしないといけない中、このままお店を休業し
た場合はいずれお店の存続の危機になりかねない。

時短勤務を開始している又は予定している 全ての業界が、時短しているので。
時短勤務を開始している又は予定している 感染拡大をおさえる。
時短勤務を開始している又は予定している 既に入っている予約があるため
時短勤務を開始している又は予定している 感染拡大防止
時短勤務を開始している又は予定している スタッフとお客様の安全のために
時短勤務を開始している又は予定している 来店数が減ったため。
時短勤務を開始している又は予定している 予約が入らない

時短勤務を開始している又は予定している

スタッフさんを早く帰らせるため。早めに帰して買い物の時間を混まない
時間にすませたり、身体を休める時間を増やしてもらうため。休んでも早
退しても、給料は減らさない事を言ってあるので、少しの体調不良でも休
んでもらえる環境を整えるよう気を付けてます。

時短勤務を開始している又は予定している 3密に該当している
時短勤務を開始している又は予定している なるぺくコロナの影響を避けたい。
時短勤務を開始している又は予定している 感染拡大防止の為
時短勤務を開始している又は予定している 休業したくても支援が受けられ無い為
時短勤務を開始している又は予定している お客様がみえないから
時短勤務を開始している又は予定している 休業してしまうとお客様に迷惑をかけるから
時短勤務を開始している又は予定している お客様、スタッフの安全確保のため
時短勤務を開始している又は予定している 密を避ける為の予約制限をしている
時短勤務を開始している又は予定している 従業員の安全を守るため
時短勤務を開始している又は予定している

時短勤務を開始している又は予定している

休業要請が出てない以上時短やお客様の予約の入れ方(被らないよう
に)を調整するしかない。やはりスタッフの健康を守らないといけませんか
ら！毎日消毒したりかからないかビクビクしているととても疲れるので
いっそ期間を決めてもらって休業の対象にしてほしい?



時短勤務を開始している又は予定している

営業をするとお客様やスタッフも感染リスクがあるのは分かっているので
すが、休業をしてしまうと収入がなくなるので休めません。かといって営
業をしても客足がとても鈍っていて、売り上げが激減しています。せめて
もの苦肉の策で時短勤務にしています。

時短勤務を開始している又は予定している 従業員の安全を守るため
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 経費削減
時短勤務を開始している又は予定している 予約が入らないから
時短勤務を開始している又は予定している スタッフの安全の為
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 休業要請が出てないから
時短勤務を開始している又は予定している 来店客がないので
時短勤務を開始している又は予定している 休業することで資金的に店舗の維持が難しくなるため
時短勤務を開始している又は予定している 周りに合わせて

時短勤務を開始している又は予定している
休業要請が出ない以上休業ができないのと業務委託者もいるため強制
的に休業はできない

時短勤務を開始している又は予定している
感染予防と来店客数ならび予約少ないため。新規客からの感染が怖い
ため。

時短勤務を開始している又は予定している お客様が重なる仕事をしたくない。
時短勤務を開始している又は予定している 開けててもお客様がみえないから。
時短勤務を開始している又は予定している 子供の預け先がなくなってきてます
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 無駄な出費を減らすため、お客様が居ない時は閉店してます
時短勤務を開始している又は予定している 御客様が入らない

時短勤務を開始している又は予定している
休業要請されていないし、一人でもお客様を受け付けていかないと営業
継続できない。

時短勤務を開始している又は予定している できる限り感染拡大させない為
時短勤務を開始している又は予定している 客数の激減により、光熱費を削減する為。

時短勤務を開始している又は予定している
実際には自粛した方がいいと思いますが実際に家のことや店舗家賃や
人件費などを考慮して時短営業をしています。

時短勤務を開始している又は予定している 少しでも接触を減らすため
時短勤務を開始している又は予定している コロナによる客数低下のため。また、できるだけ接触を避けるため。

時短勤務を開始している又は予定している
予約自体が入らない。キャンセルもある。営業も衛生面を徹底している
が、流石にこの事態だと来店も促せないし、従業員も感染のリスクがあ
るためどうすることもできない。

時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している お客様様が少ない為
時短勤務を開始している又は予定している 経費削減
時短勤務を開始している又は予定している 光熱費、人件費の削減。
時短勤務を開始している又は予定している 予約が減ったため
時短勤務を開始している又は予定している スタッフの安全もですが、時短にして給料保証を得る為
時短勤務を開始している又は予定している 客数減少のため

時短勤務を開始している又は予定している
自宅兼サロンですので、休業より、まず時短勤務です。スタッフは幼い子
供2人いるので保育料も払わなきゃダメだし、お給料をあげたい？

時短勤務を開始している又は予定している 固定客が多くて施術希望者が断りづらい
時短勤務を開始している又は予定している 在宅勤務のお客様が増え、予約入らないので時短営業
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 感染拡大防止と店に対するリスク低減のため
時短勤務を開始している又は予定している お客様が、いない時間が多くなった。経費削減
時短勤務を開始している又は予定している 営業はしているがお客様が減っているため。
時短勤務を開始している又は予定している 施術を希望する方があるので
時短勤務を開始している又は予定している 年間会員制を一部取り入れているため休業はできない
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している
時短勤務を開始している又は予定している 予約が入っているお客様が終わり次第閉店するようにしています。
時短勤務を開始している又は予定している 世間の状況に応じてと暇なので
時短勤務を開始している又は予定している

自主休業している又は予定している
営業しててもお客様が来ない　スタッフ　お客様のことを考えると営業で
きない

自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している 高齢のお客様を主体に営業してる
自主休業している又は予定している 2店舗中、1店舗休業　売上、予約激減した
自主休業している又は予定している 美容室は休業要請にあてはまらないから。
自主休業している又は予定している 命が一番大切だから
自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している コロナ対策のため
自主休業している又は予定している 感染するリスク、その後お客様に移してしまうリスクを考慮した。
自主休業している又は予定している お客様や家族への感染リスクがあるため
自主休業している又は予定している 感染リスクが高い、肌を触ります
自主休業している又は予定している お客様が来店しないから
自主休業している又は予定している 感染予防のためと予約数が減ったため
自主休業している又は予定している 閑古鳥
自主休業している又は予定している 危険を感じる、売り上げがない。補助金を申請しようか迷っている



自主休業している又は予定している
中途半端に外出自粛要請が出ているので開店していてもお客様の来店
が無く開店休業状態。

自主休業している又は予定している 感染拡大防止
自主休業している又は予定している お店空けてもお客様こないです
自主休業している又は予定している 来客がない、スタッフを守る
自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している 家族、スタッフ、お客様を守るため

自主休業している又は予定している
お客様にお年寄りがいる為、私の子供の保育園から自粛のお知らせが
来て保育園を休ませるならお店を閉めるしかない為。

自主休業している又は予定している 希望者のみ減給の了承の下休業している
自主休業している又は予定している スタッフとお客様の健康を守る為
自主休業している又は予定している 岐阜市は感染が高いんです
自主休業している又は予定している お客様に感染を防ぐ事 自分達を感染から守るため
自主休業している又は予定している 出来る限りの感染リスクを減らしたい為
自主休業している又は予定している 先週自粛休業していました。時短考えてます。コロナだから。
自主休業している又は予定している 状況を考慮して対応したい
自主休業している又は予定している ウイルス感染が心配だから
自主休業している又は予定している 行政の補償が明確に打ち出され無い為、対応が決められない
自主休業している又は予定している 社員とお客様のため
自主休業している又は予定している 来ないから
自主休業している又は予定している 接触を減らすため
自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している マツエクメインなので

自主休業している又は予定している
人と人の接触をなるべく避けて新型コロナウィルス感染拡大を早期収束
のため

自主休業している又は予定している お客様・従業員の安全　　売り上げ減少
自主休業している又は予定している 生活していく為、お店の存続の為、
自主休業している又は予定している スタッフへの感染と感染拡大を防ぐため。
自主休業している又は予定している 従事者の健康と安全のため
自主休業している又は予定している お客様およびスタッフの感染防止のため

自主休業している又は予定している
お客様とは必ず濃厚接触になり消毒、換気しても感染を防げない。開け
ていればお客様は大丈夫なんだと思い来店される。人の命に関わるの
で怖くて開けられません。

自主休業している又は予定している お客様にも不安が広がり、安全第一の為
自主休業している又は予定している 感染拡大のリスク

自主休業している又は予定している
13日以降はすでに営業自粛しています。第一に従業員とお客様の安全
のため。あとは開けてても状況は良くならないと思い5月６日まで休むこ
とにしました。

自主休業している又は予定している 感染拡大を考えて、営業してていいものかといつも自問自答している
自主休業している又は予定している スタッフ、お客様の安全のために休業してます。
自主休業している又は予定している 客数の減少により
自主休業している又は予定している 感染が怖い
自主休業している又は予定している 濃厚接触のため感染拡大防止
自主休業している又は予定している 人と人との接触を避けるため。自分からお客様への感染のリスクを無く
自主休業している又は予定している スタッフの安全のため
自主休業している又は予定している スタッフをコロナの危険から守るため
自主休業している又は予定している 店を開けてもお客さんが凄く少ない
自主休業している又は予定している 給付金のために
自主休業している又は予定している お客様が例年よりかなり減少

自主休業している又は予定している
ご予約のキャンセルも増えお客様の予約もほとんど入らなくなってしまっ
たので。

自主休業している又は予定している 今は時短でやってます。今後休業も考えてます
自主休業している又は予定している お客様を守るため
自主休業している又は予定している 百貨店の要請の為に、余儀なくされました。
自主休業している又は予定している お客様が来店されない
自主休業している又は予定している 家族と従業員さん、お客様を感染から守るため。
自主休業している又は予定している コロナを広げる場所になりたくない。家族もいるのでうつるのも怖い。
自主休業している又は予定している 自分自身とお客様の安全のため

自主休業している又は予定している
妊婦の為、自分に感染するかもしれないということ。しかし働かないと生
活できない。休業の対象でないため、保証もあるのでわからない。

自主休業している又は予定している 営業利益より人件費負担の増加
自主休業している又は予定している お客様、スタッフの感染リスクを回避の為。サロンの風評被害を出さない

自主休業している又は予定している
日本各地の美容室で、感染が始まっています。スタッフとお客様を守る
為に仕方ない。

自主休業している又は予定している 客数減少、売上減少のため
自主休業している又は予定している 感染が怖いため

自主休業している又は予定している
近くで　感染者も出ています。並びに　自粛で　お客さんは　来ない、予
約の電話すらならない　これでは光熱費が掛かるだけで　マイナスです

自主休業している又は予定している 近隣の病院でクラスターが発生した為
自主休業している又は予定している 近くの病院でコロナ患者が発生したため
自主休業している又は予定している 感染拡大の防止。客数減少。世間の雰囲気。

自主休業している又は予定している
お客様は来店したいと希望されていますが、御家族様が反対されておみ
えにならないから。

自主休業している又は予定している 感染拡大の防止。客数減少。世間の雰囲気。
自主休業している又は予定している 自粛ムードだから
自主休業している又は予定している 開けていてもお客様が来なくなった
自主休業している又は予定している 感染した時のリスク、従業員の声、お客様の減少、など総合的に考えて



自主休業している又は予定している 国や県の自粛要請に応じ休業
自主休業している又は予定している お客様と自分自身、家族の安全の為
自主休業している又は予定している

自主休業している又は予定している
３密を避けソーシャルディスタンスをはかるため。自分たちの安全とお客
様の安全を守るため。一日も早いコロナウイルスの終息のため。

自主休業している又は予定している 3密の仕事なので
自主休業している又は予定している お客様減少のため　コロナ対策として
自主休業している又は予定している 開けていてもお客様が少ない、スタッフの不満が溜まる
自主休業している又は予定している お客様が来ない
自主休業している又は予定している お客さんとの、接触をなるべく避けるため
自主休業している又は予定している お客様に迷惑をかけたくない
自主休業している又は予定している お客様が来ない
自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している お店を開けていてもお客様がこない。
自主休業している又は予定している 感染防止と売り上げの減少
自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している スタッフの安全
自主休業している又は予定している
自主休業している又は予定している コロナになるのを避ける、クラスターを発生させたくない

自主休業できない
ご予約頂いているし、精神衛生上美容は必要という要請に共感している
から。

自主休業できない 生活のため
自主休業できない スタッフの給与や固定費用等があるためギリギリのところで営業を続け
自主休業できない 家賃　スタッフ給料など
自主休業できない 家賃など経費を捻出しないと生活が成り立たない為
自主休業できない 少ないけどお客さんが来るから
自主休業できない 諸経費回収のため
自主休業できない 止めたら、潰れます
自主休業できない 自分と社員の生活がかかってる為
自主休業できない 従業員の給料確保
自主休業できない 駆け込み予約などや働いているお客様もたくさんいてなんとかしてあげ
自主休業できない 自主休業しても保証の有無がはっきりしない為
自主休業できない 固定費の支払いができない
自主休業できない 補助等の不透明さとご予約のお客様への対応
自主休業できない 少しでも売り上げが必要だから
自主休業できない 休業すると困るお客様がいるから
自主休業できない ショッピングセンター内なので

自主休業できない
地域の状況とお客様の要望を考えて、積極営業はしないが継続する事
を求められていると感じるから

自主休業できない 従業員の生活のため
自主休業できない 開業して2年程ですが全く貯えなく店舗維持費や自分の生活ができない
自主休業できない 売上げが無いと生活困窮になる
自主休業できない 資金繰り
自主休業できない 少しでも、売り上げたいから。
自主休業できない 予約が入っているため
自主休業できない
自主休業できない
自主休業できない 生活があるので
自主休業できない 生活のため

自主休業できない
お客様に迷惑がかかってしまう事と、自分達の収入が無くなってしまう事
があるので、閉められない。

自主休業できない
スタッフ全員業務委託なので、感染リスクがあるが売上が少ないながら
も休めない。

自主休業できない お金がないから
自主休業できない 収入が無くなる。50万円もらえるなら休業したい。
自主休業できない 生活をして行くために。国からの助成が無いため
自主休業できない お客様が高齢者が多いので。
自主休業できない 店を潰したくない
自主休業できない 固定費を少しでも稼ぐ為、他の美容院は営業しているため
自主休業できない 今ある補償ではまわらない

自主休業できない
どうしても髪を整えたいお客様がおられるのと、固定費の支払い分だけ
でも売り上げをあげたいから

自主休業できない ローンや給料を払わなければならないから
自主休業できない 補償がないため
自主休業できない 補助金の見通しと、名古屋市からの援助がないから
自主休業できない お客さんは来店が減っているが保証がないため
自主休業できない 給与、借入金返済など
自主休業できない 生活していかないといけないから休むと収入がなくなります
自主休業できない 休業したらやっていけなくなる
自主休業できない
自主休業できない 生活が出来ない為
自主休業できない 対象に入っていない為保証されないから
自主休業できない 支払いが出来ない
自主休業できない 予約制でないため
自主休業できない 固定費が支払えなくなるので
自主休業できない お客様の要望に対応せざるをえない。
自主休業できない 来店を希望されるお客様もみえる為
自主休業できない 少ないが来店してくれるお客様がいる



自主休業できない 経費の支払いが出来なくなる
自主休業できない 運転資金が底をつきます
自主休業できない 生活のため
自主休業できない 補償もないので日銭をなんとか少なくても稼ぐしかない
自主休業できない 予約制でない為
自主休業できない 固定費分でも売り上げたい。
自主休業できない 事前予約が2ヶ月後まで入っている。
自主休業できない お客様からのキャンセルも思う程なく、休業要請もない為
自主休業できない お客様の要望が強いから
自主休業できない 保証が無いから営業するしか無いから、、、、
自主休業できない 家賃など支払い
自主休業できない 資金繰り
自主休業できない 何も補償されてないから
自主休業できない 生活のため

自主休業できない

自主休業しても保証がないと収入がゼロになり固定費の返済ができなく
なる。いつ感染するか分からないリスクを背負っても今は少しでも現金収
入を得るのに生活とお店の維持のためにお店を開けて鳴らない電話を
待つしかない。

自主休業できない
感染も怖いのですが、従業員の生活や家賃など確保する為閉める事は
出来ません。

自主休業できない お客様の要望があるため。
自主休業できない 従業員満足生活
自主休業できない お客様に迷惑がかかるから。
自主休業できない 経済的に難しい
自主休業できない ライフラインや生活費を払うため
自主休業できない 家賃、給与補償、経費など出費がかかるので
自主休業できない 政府の対応が先行き不透明
自主休業できない 色々支払いするためには休業できない
自主休業できない 家賃、人件費など固定費支払い、生活がかかってます。
自主休業できない 現金の不足
自主休業できない 給与や経費支払いが出来なくなるので
自主休業できない 家賃などの支払いがあるためと、固定客の予約が入っているため。
自主休業できない 店家賃、借入、スタッフ給料などの支払いがある為
自主休業できない 金銭的
自主休業できない 売上補償がないので。
自主休業できない 売上がなければ、生活出来ない
自主休業できない 日々の生活に困ります
自主休業できない 生活の為

自主休業できない
ご予約が入っており、キャンセルがない為。け公的機関による休業要請
があれば休業する。

自主休業できない
自主休業できない 休業自粛要請が出るまでは、対策を徹底し営業を続ける方針
自主休業できない 予約のお客様がある
自主休業できない 休むと収入が無くなるので
自主休業できない 支払いがあるので
自主休業できない
自主休業できない
自主休業できない 借り入れ，支払いが有る為
自主休業できない 資金繰り
自主休業できない 来て下さる方もいるのでなかなか決断出来ない
自主休業できない 売り上げが少なくても営業していないと収入が0円になるため
自主休業できない 収入がないから
自主休業できない 補償がない　少ないけど来店してくださるお客様が居る
自主休業できない 少なからずお客様からの要望が有る為

自主休業できない
予約が入っている、家賃を払わなければならない、給料を払わなければ
ならない

自主休業できない 保障がない。
自主休業できない 従業員の給与と自分の生活の為
自主休業できない 固定費の支払い
自主休業できない 休んだら収入なくなる
自主休業できない 給料払うため
自主休業できない 従業員の給料、家賃の支払い
自主休業できない 自宅だから
自主休業できない 休業要請の枠に入っていないため
自主休業できない 補償金出ないから
自主休業できない 家賃があるので、出来る限り通常営業する予定です。
自主休業できない 開業して1ヶ月未満だから休業出来ない。
自主休業できない 生活していくため

自主休業できない
休業になれば、収入が無くなり、支払いが出来なくなる。納得いく助成金
がでるなら考えられる

自主休業できない

ネイルサロンや、マツエクサロンに協力金を出して休むのに国が自粛強
制し外出しない為、お客様もきません保証もありません組合ならこの状
況を見てるなら声を上げてください。美容室の存続無くして組合の意味
がありません。

自主休業できない
休業要請が  出てないことと  休業要請が出てないので  協力金が     出
ないから。

自主休業できない 予約制なので調整が可能なので休業する時はある



自主休業できない
休業要請が  出てないことと   休業要請が  出てないので  協力金が  支
給されないから。

自主休業できない 予約制で1日に５名の施術で、コロナ対策はしているため。
自主休業できない
自主休業できない 保証がないから
自主休業できない 生活出来ない
自主休業できない 今入っているご予約のお客様は やろうと思います。個人事業主なので
自主休業できない 待ってくださるお客様がいるから
自主休業できない お客様がいらっしゃるのと、収入面
自主休業できない 閉めたら食べていけない
自主休業できない 家賃や　支払いの為
自主休業できない 働かねば生活できないから
自主休業できない 補償が無い
自主休業できない 休業している余裕がない為
自主休業できない 一人でやっているので。
自主休業できない 休業補償もなく、固定費を払える余裕がないので。
自主休業できない オープンしたばかりなので無理です。
自主休業できない 売上が減るため
自主休業できない 毎日、電話での問い合わせがあるので。
自主休業できない 売上の確保
自主休業できない 生活の為　休業要請の対象になっていない為
自主休業できない 金銭　客足離れ
自主休業できない 固定費がかかる。美容師も歩合制の為、生活を守るため。
自主休業できない 会社の判断
自主休業できない 家賃がローンが払えない
自主休業できない 補償がない為
自主休業できない 死活問題
自主休業できない 風評被害　防止

自主休業できない
補償が無いに等しいが固定費はかかる。売上ゼロよりは少しでも無いと
会社が潰れてしまうため。

自主休業できない オープンが3月なので。
自主休業できない 生活のため
自主休業できない 生活費、家賃、返済等があるため
自主休業できない 少しでも売り上げを確保しないと運転資金を稼げない。
自主休業できない 何処からも補償もなく組合の補助金もないので休業すると生活できない
自主休業できない
自主休業できない 休業補償がないから
自主休業できない 休むと給料が稼げないから
自主休業できない 余裕が無い為
自主休業できない 余分な貯蓄がない為
自主休業できない お客様から休みになったら困ると言われてしまうので。
自主休業できない 売り上げがなくなる。協力金が出ない。
自主休業できない ほぼ自転車操業なので、1日でも休むと家賃給料が支払えない
自主休業できない 安全を確保した上で社員の生活を守るため
自主休業できない 運転資金が不安
自主休業できない 国や市からの援助金がすぐに出ない

自主休業できない
元に戻すタイミングを計りかねるため　お客様から続けてほしいとの要望
が強い　社員の手取りを減らしたくない

自主休業できない 店舗運営のため、少しでも運転資金が必要。
自主休業できない 収入がなくなるから
自主休業できない お客様とのつながりをもちたいので
自主休業できない 休業保証もないし生活の為
自主休業できない お金がありません
自主休業できない 休業したいですが、固定支出だけは捻出したいので。

自主休業できない
個人サロンで妻と2人でやっているので売上が少しでもないと生活ができ
なくなる。子供も休園で妻は家にいるので、実質1人営業です。

自主休業できない 家賃などの経費の支払いのため

自主休業できない
現在お客様からの予約を受けているので、国からの強制力のある要請
が出ない限り閉めることができない。

自主休業できない 休みにすれば生活も支払いもできない
自主休業できない 先が見えないため
自主休業できない 収入が減ると生活出来ない為

自主休業できない
来店希望のお客様がいる。一人体制で営業してますが、固定費、支払い
の関係性もあり少しでも売上げを出さなければならない。

自主休業できない 休業要請が無いでお客様のご予約を受けるしかない。
自主休業できない お客様の要望
自主休業できない 売上を落せない
自主休業できない ぎりぎりまで売り上げを確保したい。

※一部、重複回答あり
※文字がグレーの部分は、協力金対象日である4/24以降の回答


