ਢƁାƨƀƆǀూƙƣඞଉƁ၍ಐƠഓƟ
ǀƣषᅊƟƞƣపƁ་โƜƎcไƐ
Ə໐ǁǀࣽ૱bȅ|Ǽ|ǪǕȖb൯ၣࢻb๔
ೄƠƽǀƈƳƶƟพຣbৰຉರƟƞ
ƜဎƜƂƟŹƞƷƭƣࣤ}Ɵƞƣጅ
ਿƷഞƊǁƛŹƳƎc

勉強の遅れが心配
Ｑ 長期にわたる休校で、勉強の遅れが
心配なのですが…。

ＡaทᆒƣሑྫྷƿƠƎǀƝb൚ཨॺ
ƜƤĪഃઝƄ೨ƁƟŹඡƠƟƿƳ
Ǝc
 ੱऎിƁǄƘƛŹƟŹ
 ƈƣƳƳཨ

どう過ごせばいい？
Ｑ 子どもの感染が心配ですが、窮屈な
生活もかわいそうです。
どんなふうに過ご
せばいいでしょうか？

ॺƠႚॺƌƛ་ඒᆍƀiƟƞැƝƌƛ
ვƤෞƂƟŹƜƌƼŻcᇭ੫ƤูƴഓƢƜƎ
ƀƾb೨ƣཛǁƤःƾƀƣƜƿƎᅢ
ጅƁŷƿƳƎc
aॅƠ೨ǇໃƹƐƥƞƷƹੱࡿƣ

Ａaᇌᆪऎॺ൶ƁৰƠಛ༔ƜƝŹ
ŻྫྷཐǇഞƌƔƔƶb୰ࣆƜዥƥƐǀැƁ
உਢƊǁǀƟƞ་ጞǇൣƂƳƌƔcƒƣଢ଼b
॒ዥƨņłƝྫྷཐƜೲฝƌƳƌƔƁbጞ
Ƥ໗ŹƛŹƳƎc
a႘൚ಋऎॺवƁǠǏǳƠǍǮȂƌƛŹ
ǀň´ĸಐஏශcĪଈĨĩ႘Ơࡴᆪྩइ
ƜƤb
ƞƷƠƝƘƛዥƫƈƝƤbිƣᄇ
༥ƠſŹƛƝƛƷഓጅƜƎƝ੫ྔc
Ɲƌƛb॒ࣴƜƤÃᆭ൵ඡƣಐƤŽǀÃ
ƴǈƟƁƽƄǁǀസƠƘƔƾŹ
Ǉ}ƟƞǇŷƇƛŹƳƎcࣴၾƜƤ॒ࣴƽƿ
ȕǤǚƁஸƄƟǀƝƌƛÃዥƫസƠஸ፼ೄ
ƹৰຉರƣŷǀƁŹƟŹÃ൛Ɯŷ

新型コロナ

ᆟ༶Ɓ་ƂƎƃƳƎcॺƹੱࡿƠ་
ƣఏፘǇᇱඏƌbƞƷƁॼƌƴƠƌƛŹǀ

Ｑ ＆Ａ

பಈǇᇱඏƌƙƙb଼yƣಲගƠࣤƍኅጫƟ
ƄཛǁǇƿƎ૱बƠƎǀƈƝƁ་โƜ
Ǝc
aქภဂ୯ࡴᇌऎະƤbேॺǱǤǳƣī
ଈಲ౮ǇƝƿƹƶǀƝ브c၍ಐƠƜƂǁ
ƥཨǇᅊƆƔŹƝႩၾಲ౮ƣ୶Ǉᅳነ
ƌƳƌƔcॺǱǤǳƤbƒƣపƜະဴƣ
೨ƁƙƫǁǀƟƞb೨ƣཛǁǇƿ
Ǝඏ॔ƠƷƟƿƳƎcௗႩƤ࣊ৼƜƤƟƄཨ
ƎƮƂƜƎcಛಓၤಛƣॺǱǤǳƷb
၍ዻƠƹƶǀƮƂƜƎc

健康・暮らし・子ども
どう守る

ǀÃᇱ୦ೄ၍ౠƣጫशƁၜƾǁƛŹǀ}Ɵ
ƞƣǇାƨƀƆƛŹƳƎc

新型コロナウイルス感染拡大が大問題になっています。感染拡大を防

aƊƾƠ၍ॺवƤጽᄮǇƎǀƞƷƣࡊ

ぎ、命と健康をどう守るか、暮らしと営業、子どもと教育をどう守るか――

ǇƳƷǀƔƶƠƜƂǀƈƝƜǘǮǬȞbጏ

Ｑ＆Ａで考えます。
日本共産党はみなさんの不安に寄り添って、解決をめざ

ಬfኜസbƟƞĮஶኬƠǄƔƘƛ࿓ࡎc

す活動に全力をあげます。

ጽཨƣዥƨሑƠዃಈǇଂƶb৭Ɵᆾ
ƤᇦƚƆƛſƄ
ȄȔȞǫƠྫྷƍǀັƤ॰ಲ
Ơ౮ටǇ
ਰƭƣࣤȖ|ȖǇଂƶƛᎉ

日本共産党ホームページ
新型コロナ特集→

ƌƛſƄƟƞƣࡊపǇାƨƀƆƛŹ

2020年 春号外

ƳƎc

〒１５１-８５８６ 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-２６-７ TEL ０３-３４０３-６１１１ ＦＡＸ ０３-５４７４-８３５８
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aĮᄮኬƣශƌŹǑǏȖǤƁௗषƣශ

どんなウイルス？

ƜbǞǑȍȕƁশଳƣईႷตƁŷƿƳƎc

Ｑ

新型コロナウイルスとは、どんなウイ

ルス？

ཨேƣশೄƣǲ|ǪƠƽǁƥįআƁ൵
Ɯbഓ൵fഓၢ፯ƤĩআƝƟƘƛŹƳƎc

一律休校要請に疑問

ＡaƠশƎǀǞȘǵǑǏȖǤƤĭ፬
ཐƾǁƛŹƳƌƔcƈƣŻƖī፬Ƥࡴᄤ

どうやって感染するの？

ƟᆭƣମࢀƝƟǀǑǏȖǤƜbưƝǈƞƣ
ƁĭఄƳƜƠশƌbƄƤ൵ƜƎcŷ

Ｑ どうやって感染するの？

Ɲƣĩ፬Ƥ၌ᆾƣǞȘǵǑǏȖǤƁƠশ

ＡaশƌƔƣƄƌƸƴbƐƂbƙƥƟƞ

ƌbƀƾƠŻƙǀƽŻƠƟƘƔƝணŽƾ

ƣᅌቩƧƳƙƀƾഞƔǑǏȖǤǇᇠƣ

ǁǀƷƣƜbཨேǇཨƠጺபƌƔŊĸŉ

Ɓ୵ƹᅗƀƾਹŹƵᅌቩশƝbǑǏ

Ŋ
Ǡ|ǥ
ƝཨဪǇཨƠ४་ƌƔńļŉŊ

ȖǤƣƙŹƔƜƪǁƔƝƈǂǇᇠƣƁƊ

ƣࡥಏƝশ४་ƣ൚ँƠŷƿƳƎcே
ࡴጳጅษƤƒƣǻȔȞǤǇ་ƂƄଁŹƔ

Ｑ

安倍首相の全国一律休校要請は、

ƷƣƜƎc

おかしくなかったですか？

ＡaேࡴጳƠऎॺƤƟƄbශ

新学期の開校は？

ǞȘǵǑǏȖǤশ൵ప๔ऌवਢƣ
࡙ࡿƾƷਝኴƣฤǇŷƇƳƌƔc

Ｑ 新学期の開校はどうなりますか？

aƷƝƷƝĩଈĩī႘ƣ๔ऌवਢƣƈƈ

Ａaශॺৼƣॺ௺्Ơ୶ƆbƊƳƋƳƟ

ĨbĩഃƁฝႪƝŹŻཐଣǇƆbᇌᆪ

၌ƂƁౡƳƘƛŹƳƎcქภဂ୯ࡴᇌऎະƤ

ऎॺ൶ƤภညƁᄇ൵ƌƔƾࡴᆪቦƤᆪ

ĪଈĨĮ႘b႘ౌလƣဂཔᆱ࡙ࡿྙ

ƣ፣ಐ
ƟƞƣࣤǇಛಓƜᄕཉƎǀ

ƾƣƌႚǁேࡴጳጅษƠƽǀ

ƽŻbྫྷཐƌƛŹƳƌƔc
ĩଈĩĬ႘

ƞƷfேኁƣጞƝᅇ॔ƠƎǀb႞ŷ

aĩଈĩĮ႘ƣೣະƣேࡴጳጅษƤb

ǀࣤƝᇸൌǇਿƶǀ
Ơƌb
īଈƀƾ

ƈŻƌƔทᆒƣపǇƷኅ౽ƌƔƷƣƝŹŽ

ƤॺǇ௺्ƌƔŹcഃƠሑ୶ตǇಘƌƔ

ƳƎc

ŹƝးŽƳƌƔc๔ऌवਢƤĪଈĨİ႘b

aƎǀƀƞŻƀƣଚƤ็མೄ
୰

་ǏȄȞǳǇൊƂbশඡੳƠࣤƍƛॺ

ጵƤੱࡱ࡙ࡿवbጵƤॺሓ
Ơŷ

ǇƵƊƳƋƳƟঊ၌ƣ௺्ƣሑ୶Ǉಘƌ

ƿƳƎcೣະƣጅษƤŷƄƳƜſ৪ŹƜb

ƳƌƔc

শƶདࡰƣඡੳǇભƠᄕཉƌb

aॺ௺्ƠƤbŹƄƙƀƣ་ಈƟኴ༎Ɓ

行）
」と認定。各国政府は、感染拡大の状況に応じ

ƌƟƀƘƔಛಓƷŷƿƳƎc

ŷƿƳƎc

て、検疫強化、入国制限・禁止などの水際対策、国

aॺƤƞƷƣถྙƹଌஅǇ౫ŽǀƄ

aࡴƙƤbऎॺཐଣǇƪƳŽƔጫƟ

内でのまん延を防ぐイベントや集会、旅行の自粛、

ƣዂআƁŷƿbᇱ୦ೄƣ᎕ƟƞೂवƝƷቹ

ኬࡊƠৰƚƄƈƝƜƎcௗଢ଼ಘƊǁǀேƣሑ

上の国・地域で計２０万９８３９人にのぼり、亡く

移動の制限などさまざまな措置をとって事態の収

ไƠƙƟƁƘƛŹƳƎcƒƣॺǇ༉ຂམ

ƁኬƊǁƳƎc

なった人は８７７８人です。感 染 者数が多い国は

拾を図ろうとしています。

ƟƌƠ਼ƠƶƔƈƝƤbேƠጞƝᅇ॔

aႏƙኬƠƤbኬࡊǇଂƶƔƝŹƘƛƷbಲ

ǇƷƔƾƌƳƌƔcၟƠॺႩቨƠၩƣᇠǁ

ƞŻƎǀƀƤbশǇƶƅǀ଼yƣඡੳƠࣤ

Ǆƿbƀƾ୵ƹᅗǇྫྷƍƛǑǏȖǤǇၾ

ȉ|ǥƜƎc

ƠƿƵไশƁŷƿƳƎcƌƀƌb
ƒǁƕƆƜƟƄbᇚேጵࢸภଞസŅŀĿ
ƟƞƣଞƜƤbශǞȘǵǑǏȖǤƤǓǍ
ȘǩȖਂཨǇᆘዥƎǀᅑጿཨƜ་
ĪಐภໜƌbƒǁƠƽǀশƁƈƿŻǀ
（写真）新型コロナウイル
スの電子顕微鏡写真（国
立感染症研究所提供）

日本と世界の発生状況は
世界の新型コロナウイルスの感染者は１６０以

ƝƌƛŹƳƎc

中国８万１１７４人、イタリア３万５７１３人、イラン

経 済 的 影 響も深 刻 な中、各 国 政 府 は２００８

１万７３６１人、スペイン１万３７１６人、フランス

年 のリーマン・ショック時 の 対 応 を上 回る 緊 急

９０４３人、韓国８４１３人など。
（ ＷＨＯ＝世界保

経 済措置を発 表。米トランプ 政 権は１兆ドル（約

Ǉ੫ŹƾǁƔƞƷƔƖƭƣࢬƤෆƜ

ƍbॺƣ୶ƷƪƳŽbಛಓƁᄕཉƎǀ

健機関＝発表、
３月１９日時点）

１０８兆円）規模の対策を議会に提示。国民向けの

Ǝc

ƈƝƜƎc

現金給付も検討しています。

aƳƔbƠᄔƘƛಈǇƳƋǀǇၜƟ

aూƙኬƤ௺्ƣሑƜƎcƞƷƤƊƳƋ

ƄƟƘƔᇱ୦ೄƭƣࢬbƆႚǁǇჱƾǁ

ƳƟ౩ŹǇƷƘƛဎƎǀƜƌƼŻcƒƣ౩

ƔॺၔᇱࡱƣጞbඳཨƠƽǀೄƭ

ŹǇᇍƂbƿŻƟƞිƣǜǍǇ་โƠ

ƣૼƷෆƜƎc

ƎǀౣฒƁபทfॺƠਿƶƾǁƛŹƳƎc

aশ൵పƣৰƤbேኁภঊƣ་

aƙኬƤbশపƣฑƜƎc๔ऌव

厚生労働省が発表した日本の感染者数は９１４
人（３月１９日時点、クルーズ船除く）で、既に回復

欧州でも、深刻な被害に見舞われているスペイ

し退院した人が２１５人（うち無症状の人３１人）

ンでは、政 府がＧＤＰの２割に相当する予算を使

となっています。

い、ローン支払いの猶予など、弱者を救い雇用と企

ＷＨＯは３月１１日、
「 パンデミック（世界 的 流

2

教育・子ども

業を守る対策を決定。工場閉鎖や解雇の懸念も広
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ƛᄵ࿊ƊǁǀǄƆƜƤŷƿƳƐǈƁbทᆒƣ
ጅษƠƽƘƛಈƹ೭ႚǇ༧ǄǁƔƹಈ
ೄƠƤbேƣ႞ƜƒǁǇᇸൌƎǀƣƁ
ƣମ໋ƜƎc
aཨf࣊ৼƜภƍƔໟ॔ƣᇸൌbೂवᇱඏ
ᅉƹഉኁฯbሓฯƟƞƣࡴಐଲኘຂམb
୰౮็ƣवౚዿፍƣଲኘຂམƟƞƣ૪
అ౫࣍ƹȀȕ|ȔȞǤƜƷౚŽǀኅጦ
ዩಃbᅳଵƣƣᇱඏƣưƀb௺्Ơ୶Ɔƛ
ಈ೭ƣཽƌƁଣŽƔಐƜಛഛጅษश
ൊƣŹƖວŹᅳነƟƞƁਿƶƾǁƛŹƳƎc

共産党

なぜ特措法反対？

どうやれば感染防げる？

ƳƎcŹƜƂƟŹƤǍȖǞ|ȖƜ
Ɲ౪Ǉ൯ၣƌƳƎc

Ｑ 改定特措法に共産党はなぜ反対し

Ｑ どうやれば感染を防げるの？

aƠŻƙƊƟŹƔƶbƐƂƹƄƌƸƴƟ

たのですか？

ＡaᆭƹǏȞȀȖǓȞǡƝ၍ዻƣŹ

ƞƣ൵ඡƁŷǁƥȉǤǚǇƎǀbǑǏȖǤǇ

ＡaࡊზทଚƤbශǞȘǵƠࣤƎǀƔ

ƹଌஅጫƁৰƜƎcশ൵Ơƀƀƾ

ŻƙƌƹƎŹƣƧƾƜƤƟƄᎽƹǺȞǖ

ƶƝŹƘƛ
ශǏȞȀȖǓȞǡၟᇠຂམሓ

ƟŹƔƶb॒ഞƀƾƘƔଢ଼bǳǏȗƣଢ଼b

ǬbǱǎǮǢȐƟƞƜ୵ƹᅗǇᆸŻƐƂǓǬ

ू࿊Ǉ੫பƌƳƌƔƁbශǞȘǵƣশሻ

൵ඡƣŷǀǇেᅸƌƔଢ଼bྔጫfඳಈƟ

ǜǮǳƜᅌቩƁᅌƨైǀƣǇሻƃƳƎc

పƤଵபሓƜഋᇀƠईႷƜŷƿbሓू

ƞƠƐƘƆǈƝጺ෯ƜƣࣞǁǇŹጺƌ

ฝǇᅢጅƝƎǀƽŻƟኴ༎ƤƈƘƛŹƳƐ
ǈcࡊზೣະಛිb

ၟຂሓƠ࿊ƶǀગ਼ಈ
๓ସǇഞƎƽŻƟඡੳƜƤƟŹƝነସƌ
ƛŹƳƎc
aၟຂሓƠƤbೣະƣગ਼ಈ๓ସƠ
ƽƘƛேኁƠ॒ഞಛഛጅษǇபŹbƣ
ƁጦዿƎǀ౮็ƣౚዿƹbƒƣ౮็ǇౚƘƔ
ǏȄȞǳƣฑf࿄ǇபทƁጅษf౪ಘƜ
ƂǀƈƝƟƞƁมƿƳǁƛŹƳƎcƈŻƌƔ
ଚฑƁईႷƝƟǀࡴሑƜbபทƣጅษf
౪ಘƠƽƘƛภƍƔ૪అໟಪƭƣᇸൌƹb
ଚඹ॔ƭƣఅຂམƟƞƤःƾਊ࿊Ɗǁ
ƛŹƳƐǈcேኁƣಛዡƝଚǇƀƎ৭
ƁŷǀƝƌƛbକሓॺೄƹᇯ୦ౠƀƾƷू࿊
ƠᄗƎǀฤነƁഞƊǁƳƌƔc
aƈǁƾƣඡੳǇ၃ƳŽb႘ౌလƤू
࿊ၟຂሓƠᄗƌƳƌƔcௗଢ଼Ʒbऎॺ

がっているイタリアでは、政府が 企業が労働者を

空間(2) 多くの人が密集(3) 手を伸ばせば届く近

解雇することを２カ月間禁じる政令 を発表し注目

距離での会話や発声―でした。この三つの条件が

されています。

重なれば感染リスクが高くなります。

ƠৰƚƀƟŹ੫ଚƣᄇ၌bଚƣฑዃbᛍ
ƌŹࢥዿƁƊǁƟŹƽŻଯƌƄ౽
ǇƌƛŹƂƳƎc

人が集まる場所で密度を下げる、換気を行う、不

集団感染を防ぐために
政 府の専門 家 会議は、感 染 拡 大を防止するた

特定多数がふれるところを消毒する―など工夫し
ましょう。

め、
(1) クラスター（感染者の小規模集団）の早期
発見・早期対応(2) 患者の早期診断・重症者への
集中治療の充実と医療提供体制の確保(3) 市民の
行動変容―の３本柱を挙げました。これまで医療
機関や福祉施設、スポーツジム、ライブハウスなど
全国８都道府県１３カ所でクラスターが見つかって
います。
これらに共通する条件は、
(1) 換気の悪い密閉
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雇用維持に助成ある？

医療・健康

Ｑ 雇用を維持したいが行政の援助は？

「感染かも」と思ったら？

ೄƁŹǀᆪࣴƜƤেᅸƎǀƷƜƂǀƕ
ƆȉǤǚǇƙƆb॒ƎಐƤᅳኜƠƪǁƏƧƷ

「新型コロナウイ
Ｑ 風邪の症状がある。

ǇƙƳǈƜ॒ƌƳƎcࣞǁƔȉǤǚƹǱǎǮ

ルスかも」
と思ったら？

ǢȐƟƞƤǾǶ|Ȗ༂ƠቹᆫƌƛಾƛƳƎc

ＰＣＲ検査は受けられる？

ƣሑƁŹඡੳƜƎc
ວƄಓƿbưƀƣƠŻ
ƙƊƟŹƔƶƠಈƹॺǇǈƜಛ༔ፑ

Ｑ ＰＣＲ検査は受けられるの？

ጊƌƳƌƼŻcვƁŷǁƥbƀƀƿƙƆƟ

ＡaƟƀƟƀଙ௮ǇƆƾǁƟŹඡੳƁ໗

ƞƠະཎƌƛƄƕƊŹc

ŹƛŹƳƎc

aශǞȘǵƭƣশƁਝǄǁǀƤb
ேೄfไೄະཎǦȞǪ|
ᇱଌസƟƞ

aශǞȘǵǑǏȖǤƣশƁਝǄǁǀ
ƭƣŇĺŉଙ௮ƤƷƝƷƝশ൵ያሻሓƠ

ƠະཎƌƛƄƕƊŹc୴ภ᎕။൶Ƥb
ະཎf

ৰƚƄபทଙ௮Ɲƌƛಲ౮Ɗǁbଙ௮Ɓ

ෑƣኬࡊƝƌƛb
ᆭ൵ඡƹĪĮfĬဗࡒ

ᅢጅƀƞŻƀƣᄕཉƤᇱଌസƟƞேೄf

එƣႨƁī႘ࡒඑbஸ፼ೄƹৰຉರƁŷ

ไೄະཎǦȞǪ|
ƁபƘƛŹƳƌƔc

ǀƤĩ႘࿘ဗ໗ƄƈƝ
ƳƔƤ੫ŹƕǀƊ

aĪଈĭ႘ƀƾଙ௮ƁᇱዿƊǁb౧ƣ

ƹໍનƌƊƁŷǀƝƌƛŹƳƎƁbƈƣ

ᄕཉƜଙ௮ƁபǄǁǀƈƝƠƟƿƳƌƔƁb

ī႘ࡒඑƝŹŻৰമƠƤทᆒƣ๔ऌव

ேƞƈƣᅸࢇƜƷƆƾǁǀƽŻƠƟƘƔ

ਢƣȌȞǻ|ƀƾƷᄻᄕƁഞƊǁbĪଈĨİ႘

ǄƆƜƤƟƄbƆႚǁฑƁธƘƔே

ƣ๔ऌवਢƜƤb
ວƶƠෑƁƜƂǀƽ

ೄfไೄ॒ƁŷǀேİĬħĪଈĨĨ

Żሑᇥஏƣଙ၀Ǉਿƶǀ࿓ସƁഞƊǁ

႘ಐƣፑƜࣤƎǀƝŹŻƣƁဴ

ƳƌƔc႘౧वƷbī႘पቯƌƟƄƛ

ኜƣทᆒƣሑƜƎc

ƷbŹƙƷƝŻ൵ඡƜŷǁƥbูઇƠະ

aƔƕbƈƣፑƁƞƈƠŷǀƣƀƤ

ཎƌƛưƌŹƝାƨƀƆƛŹƳƎc

ᅋ୰्ƜƎcƒƣƔƶb୴᎕൶ƤbශǞȘǵ
ƭƣশƁਝǄǁǀƠƙŹƛƤbƳƏb


看病するときの注意点は？

ƞƌƛዿǇࡥಏƌƔbဴᇓઍ
ྡྷઞƣĭħ²ࡒඑǇൃถƎǀዿྔธൃ
ถઞ
ƁƆƾǁƳƎc
aൃถઞƤbĨĨ႘ŷƔƿįĪĪħࣅƁඑ

ＡaᄇႨƟƞƣᆭ൵ඡƠƙŹƛbଵಐ
ƜƤශǞȘǵǑǏȖǤশ൵ࡒ॒ƣᅸਂ

ＡaპƿඑƇଲƟƞƜb᎕။ೄǇƳƐǀƟ

ேೄfไೄະཎǦȞǪ|ƹිઝƟፑ

c
ĨႩƜ་Ĩħħ႘ᇀƣൃถƜƎc
aทᆒƤǞȘǵపƝƌƛbඉǇ୯

ƁᅢጅƕƝᄕཉƊǁƔƠb
ேೄfไೄ

きの注意点は？

॒ǇൾऴƎǀƝŹŻጺǁƜƎcƄƣ

ＡaईႷƟƾᆪࣴǇᇀƆb࿊ৼƠহਂƌƳ

bଙ௮ƭƣཀྵऴƤbࢂƂ໗ƂᇱଌസƁபƘ

ƎcƈƳƶƠǇŻƀ൯ၣƌbǪǕȖƹඳ

ƛŹǀƝŹŽƳƎc

৯ƟƞǇዿƌƟŹƈƝᇠŹƤᆊጅ
c

aƈŻƌƔƟƀbᇱዿଢ଼Ʒbಲƣଙ௮
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ƹࢂೄƀƾᇸൌǇਿƶǀฤƁະŹƜ
ŹƳƎc
aทᆒƤbॺ ƠႶႚƜƂƟƄƟƘƔੋ႙
Ǉ༨౻ᇈ႙ƟƞइዿƠषƎணŽǇᅳነc
ƔƕƌbइዿƠषƎƝ႙अƁĪīআࡊƄ
ƟƘƛƌƳŹƳƎc
aౌလƣဂ൨ࢇਢࡿƣಱኴƠஔ
ဿ༗Ⴚ෯ະƤᇸƛǈƌƟƆǁƥƟƾƟŹ
ĪଈĬ႘ƝးᇯƌƳƌƔc

ᎌౌƀƾƠ४་cேƣൃถጴƤ
ཨ൚৫Īᇀƣĩb་৫ĩᇀƣĨƜbဒၗ
ᆒଡƁಛഛǇጅษƌƔདࡰƠƿbƒǁƓǁ
ĬᇀƣībĪᇀƣĩƠࢂƂඑƇǀƝƌƛŹƳ

文化への影響大きいが
Ｑ 演劇やコンサートの中止など文化・
芸術関係への影響が大きいですが？

ƎƁbଵƀƾƤൃถƣᄌƟ४ഊǇਿ
ƶǀฤƁඑƁƘƛŹƳƎc

Ａaĩଈĩĭ႘ƣทᆒƠƽǀಛഛጅษࡒவb
Ƅƣ୰࣏Ɓཨf࣊ৼƊǁƛŹƳƎcǓȞ

税金など納付が心配

Ǫ|ǱǏȞȌȞǳᎌīཆƠƽǁƥbࣿॼ
ƹ࣏ ૺbſർŹƟƞƣཨb࣊ৼ୰࣏ Ƥ

Ｑ 税金や保険料、公共料金の納付が心

ĨĬĬħbໟ॔ॽƣ෮૱ƤዃīĬħࣳࣅĪଈ

配です。

Ĩį႘ଵఓƠඑƿƳƎcࢭबƹǍǶȌbഞᄟ

Ａaസၜฯbሓฯb൯ᅉฯƟƞƁႶᆋƜ
ƂƟŹbମ໋ĨႩƣዟያƁईႷƜƎc
ఖౌƣ௭ƌࣥƊŽƟƞƷዟያƊǁƳƎc
aೂवᇱፍƠƙŹƛƷbମ໋ĨႩƣዟያƁ
ƜƂƳƎc
aဃਂbǗǤb෯ၗƟƞƣ୰ፍઞƠƙŹƛ
Ʒb౫ᆻŹዟያǇಈೄƠጅษƎǀሑ୶Ɯ
ଙ၀ƊǁƛŹƳƎc

ैƀƾƷb୰्࣊ৼƹǏȄȞǳཨƟƞࢬ
ƁሇெƊǁƛŹƳƎc
aᅖട ƹ෨ിƣƷະŹƜŹƳ
Ǝcேኁƣᇌँঊ၌ᄤƁ৭ƠƊƾƊǁ
ƛŹǀƝସŽƳƎcࣿॼऌƹዂೄƟƞಲ࣏ऌ
ƣưƝǈƞƤb൚ਊኟƣ଼ಈȀȕ|
ȔȞǤƜŷǀƔƶᇸൌƤƟƄbǘȎȞǦȖፍ
ƣ୪൰ƟƞƷƜƂƳƐǈc
aƳƔbᆪঊ၌ƹࣿॼੱಬƟƞƜƣ౧ঊ

ƠະཎƎǀƽŻਿƶƛŹƳƎcƒƈƜଙ௮

Ｑ 感染が疑われる家族を看病すると

Ɵƿbੋ႙ƹඳఔƟƞǇႶႚƌƛŹƔภౌೄ

給食中止の補償は？

၌ƷǘȎȞǦȖƁƄb೭ႚƣၗƁཉƔǁƛ
ŹƳƎcૺཆƹǞȞǠ|ǳƣಈೄƷਊኟƣ

Ｑ 給食中止で食材納入できなくなりま

൚ƊƟ৫ƁŹƔƶb૪ࢪኜƜƣᅇ॔Ɓ

した。
補償はあるの？

ෝ་ƜƎc

ＡaทᆒƣࡴጳƜॺඳƁཨƝ

aশ४་ǇሻƎǀƔƶऎॺƠƷ
ƝƚŹƛbทᆒƁગ਼ຂམǇƝǀƈƝƁƎƮ
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ଉƤbĨ႘ᇓઍĨĪħħଉ࿘ဗĪଈĨį႘

ƠഉኁƣະཎƁసြƌbǚȔǤǪ|పƀƾ

a᎕။ዃሓ༌ĨĭඞƜƤbਰfጫ

ଵఓƠƝƞƳƿbทᆒƁዃƌƛŹƔĨ႘

଼yƣশೄƭƣࣤƳƜශǞȘǵƠƀ

ƟጫዡƣƟŹशƤଚጦƣጞዿƜኅ୲

Įħħħଉ
Ǉ་ƂƄऀषǀඡੳƜƎc

ƀǄǀኃƁആཨƌƛŹƳƎcƒƣࡴሑƜb

Ɲ࿊ƶƾǁƛŹƳƎc

aଙ௮fಓፑƁཛǁƛഓ൵ँƌƔಈ፯Ʒሇ

ᇱଌസƤbǏȞȀȖǓȞǡƹǹȘǑǏȖǤƟ

a૪ࢪᆊවƣƷb शƣᅢጅต 

ၗƊǁƛſƿb౧ƁᅢጅƝᄕཉƎǁƥb໒

ƞশ൵ƭƣࣤbಛసያሻbࢃඳfഗძ

शषᅊƣဖ  शೄ࿊ƣ୰ᇓต 

ƹƀƠଙ௮ƜƂǀƽŻƠƎǀƈƝƁᅢጅƜ

ƠƎǀࢸภ౪၏bႍᅸfย්ඏ॔ƭƣࣤ

᎕။ೄƝƣਢธጫशƣīମ໋Ɓጅଉ

Ǝc

Ɵƞbདࡰƣ୰ࢸภƠƀƀǄǀᆳஃŹঊ

ዃஏශƣƖโƿ
ƤႡƶƾǁƳƐǈc

賃金などの補償は？
Ｑ 一律休校で仕事を休まざるをえなく
なりました。賃金などの補償はどうなるの
でしょう？

ＡaทᆒƤbवೂƁྡྷઞॽǇᆻƘƛƳ
Ɛǀၟᇠए
bĨ႘įĪĪħࣅǇඑ
ƠഞƎൃถઞƣƆᆋƆǇౡƶƳƌƔcवೂ

検査体制は大丈夫？

ƠƌᇸൃઞษǇਿƶƛŹƄƈƝƁᅢጅ
ƜƎc
aȀȕ|ȔȞǤƟƞ଼ಈƠƷᇸ
ൌƁபǄǁƳƎƁbīĨħħࣅƝ᎕။ೄƣᄖ
ᇀcǏȄȞǳƟƞƁཨƠƟƘƔƟƞƤ
ඉ॒ƜƎc
ूƊƐƛŹƄƈƝƁᅢጅƜƎc
aேƹಛಓƣ୰ኃࡿƹᅋඛઌධࡿƠƙŹ

અƟƞƠၟᇠएƣᆋይǇਿƶƳƌƼŻc
aƳƔbƹಪƜภঊƁࡴಐƠႍ
ƠƟƘƔƣગ਼༃ƌᆋƆƁ४་Ɗǁb
ƠƤĨħቮࣅ ኅጦfኅᇱආ b
ƠƽǀƤĩħቮࣅ ၍ bಪƠƤ༳ිƜ
ĨĬቮࣅ ኅጦfኅᇱආƣฑဗƷŷƿ
ƳƎc

ƁƘƛŹƳƎc
a႘ౌလƣ൚ཕஎਢࡿƤbĪଈĨį႘ƣ

内定取り消すと言われたら？
Ｑ どうしてなかなか検査してもらえな

ౄࢇ୴ภ᎕။࡙ࡿवƜb
ະཎǦȞǪ|Ǉ૪

Ｑ 内定取り消しと言われたら？

いの？

ዡƌƛேೄfไೄ॒ƭƝŹŻȖ|ǳ

Ａaၾ࿊ƜŷƘƛƷዿዃƁถጵƌƛŹ

ＡaŇĺŉଙ௮ƁᇱዿƊǁƔଢ଼Ʒbᇱ

ƤଣྞƎƮƂƝ࿓cทᆒƣ๔ऌवਢƣ

ǀƔƶbೂࡿƝ၍ƍƜฝဴƟጫዡƁƟŹƿ

ଌസேೄfไೄະཎǦȞǪ|
Ɓbෑళf

࿓ସ
ĪଈĨİ႘ƷbᇱଌസƤb
་ਊኟƟ

ኅ୲ƜƎc

ଙ௮ǇபŻፑேೄfไೄ॒

ǚȔǤǪ|పƠ๔ႪƊƐbƒƈƠࡿƝያ

ƭƣཀྵऴዂƝƟƘƛŹǀƈƝƁbኴ༎ƣƧ

్ǇဨႚƎǀƮƂƝƌƛŹƳƎc

ƝƙƝƌƛ౪ƊǁƛŹƳƎc

aƳƔbƈǁƳƜශǞȘǵƣŇĺŉଙ௮Ǉ

ƛƤಈࢇƹຳኃ൶Ɓb
ዛƣၟᇠए
ᆋይǇਿƶǀྫྷཐfᎌጛǇഞƌƛŹƳƎcဴ

၌Ʒ༶ǄƟƄƛƟƾƏbଵƀƾƤᄹኔƁඑ

ƜƎc

資金繰りどうすれば？

aະཎǦȞǪ|ƁམƀǁƛŹǀᇱଌസƤ

༶ƘƛƂƔbேጵশ൵ଞസbདሑࢸภଞ

Ｑ 売り上げ激減で資金繰りが大変。ど

ேīĮĩǖസbĨİİĬႩဴಐƝƄƾƮƛᄖ

സƟƞ୰ଙ௮ƣያ్fࡿfฑƁ

うしたらいいの？

ଲƌbධࡿƷ૽ଲƌƛŹƳƎcƈƣbƒƈ

ྙႩƠǄƔƿణƾǁƛƂƔƈƝƷbଙ௮Ɓཛ

ＡaਊኟƹၾዴƟƞƳƕƳƕᆊഋᇀƜƎ
ƁbทᆒƤࡒऀƣƽŻƟಃઞૅƿ౫࣍పǇ
ౡƶƛŹƳƎcཨ൚৫f൚ਊኟಈೄƠ
ƌƛƤbශǞȘǵǑǏȖǤশ൵ၟᇠ༃ᆋ
ཨ൚ಈĪࣳࣅဗ Ɲၟᇠጦᇸฑ
ဗǇᇏዿƎǁƥಲಱƟኅጦኅ༶ᇱዩಃ

待機・解雇と言われたら？
Ｑ 新型コロナの影響で自宅待機や解
雇と言われたら？

ƝƟƿƳƎc
a௸ ኃ ᇱ ආƤbǦ|ȀǱǎǸǮǳᇱ ආī
Ĩħħ²ᇱආfĬįħ²ᇱආƣඉ
དࡰƹƁ४་ƊǁƛŹƳƎc

ＡaዿƣဒƜƎǀƤbฝਊf
ᅋฝਊǇኴǄƏbƤዿዃƠৰƚƂ
ྡྷઞƤॽƁᇱඏƊǁǀƮƂƷƣƜƎc᎕
ৰሓƜƤ࿃ƜƷĭআࡒඑƣྡྷઞǇᇱඏƌ
ƟƆǁƥƟƿƳƐǈĩĭඞc
a૪ࢪᆊවƝŹŻƕƆƜbशƹŹƶ
8

aǦ|ȀǱǎǸǮǳ༃ᆋཨ൚ಈĮfĩࣳࣅ
ဗƤጅଉƁোᎬƊǁb
პඑஸƣଲ൛ጅଉ
ƠƀƀǄƾƏዩಃඉƠƟƿƳƌƔc
aƌƀƌ໗ƂƁᄩ
 ዩಃƳƜƠಐ
ƁƀƀƿƎƃǀƟƞƣฤƁഞƛſƿbूƊ
ƐƛŹƄƈƝƁᅢጅƜƎc
5

ǁƔጅࢀƝ౪ƊǁƛŹƳƎc

ǇƝƿŷƇƾǁbፑᅉƣॽǇᆟ༶Ǝǀಃ

ฑƣƔƶƝƌƛbīĩīƣ୰ጵf୰ᅸࢇǇȕ

็Ơbேƣ႞ƜȉǤǚfሻ୦ᆴƟƞƣಃ৯

aŇĺŉଙ௮ƁᇱዿƊǁƔƈƝƜb


६ආነിƠſƂƀŽƾǁƔƠƙŹƛƷbශ

ǤǳǍǮȂƌbᅸ൞ణଲƹျǇਿƶǀท

ఔǇƎǀƈƝbାਹ৯ƣྔ༥b଼ಬ

ேೄfไೄ॒
ƣ౧ƤᇱଌസƠະཎƎ

ǞȘǵƠƀƀǄǀଙ௮fಓፑƤᇱආǇ

పǇ෮ුƌƛŹƳƎcࡴሑƜǞȘǵపƣ੫

ƣ॰ᇱb౧fে୦౧ƣვམƟƞƣᅉዿǇ

ǀƈƝƟƄbኁƣଙ௮वೂƹ་ॺƟƞƠྞ

ಏƙƝ၍ƍŹƠƎǀƽŻb୴᎕൶ƀƾྫྷ

ँǇସŹƟƁƾbሑƜདࡰፑƣጅƜŷ

ॽbேƁᆟ༶ƎǀƈƝbᅸࢇျ᎓ƤƔ

ไbଙ௮ࡕጘǇபŻƈƝƁईႷƝƟƿƳƌƔc

༥ƁഞƊǁƳƌƔĩଈĩį႘
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ǀ୰ጵf୰ᅸࢇƣ௺ᇨျǇුƶǀƟƞ

ƕƖƠषƎǀƈƝǇทᆒƠਿƶƛŹƳƎ

a႘ౌလƤb౧ƁᅢጅƝᄕཉƌƔଙ
௮Ǉ໒ƹƀƠபŻƔƶb୰ጵfኁፑ

ነƾƀƟኇരƜƎc

「陽性」
になったら？

a႘ౌလƤbፑƹऴ୦fᆵ౮

ĪଈĨĭ႘ƣౄࢇያ్࡙ࡿवƜƣຘ፟ነ
ਢࡿƣಱኴc

ƹ་ॺƟƞଞƭƣᄌƟఖทຂམ
Ǉ੫ƄਿƶƛŹƳƎc

Ｑ 検査で「陽性」となったらどうなりま

aŷǄƐƛbଆࢻǇౚƘƔଙ௮ǘǮǳଆพ

すか？

உଙ௮ሓƣວৼౚዿƟƞbƟଙ௮ሑ
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Ɓ॰ႡƊǁƔƤbኅ൵ඡƹ൵ƣƷ
ƶbশ൵౪࿊ፑƠŷǀশ൵ᅸ൞

検査にお金かかるの？

ேĩħħħ൞ƠॸጱƊǁbႚࢇಓፑǇ
ƆƛƂƳƌƔcශǞȘǵশ൵ƣಓፑዄƤ

Ｑ 検査にお金がかかるの？
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暮らし・経済
落ち込む景気の対策は？

ෆƟ৭ƁƈƘƛŹƳƎc
aௗƣ૪అ৭ƀƾƞŻƹƘƛேኁภঊǇ

Ｑ 新型コロナの影響で暮らしも営業も

ሻࢸƌƛŹƄƀbทಓƣ႞ƁଯƌƄኴǄǁ

景気も落ち込んでいます。政府はどんな

ƳƎc

対策をうつべきですか？
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Ａa႘૪అƤௗb൯ᅉฯ་ໃฯƠƽǀ

ƣࢬƀƾேኁภঊǇሻࢸƎǀŷƾƻǀ

ૼƠbශǞȘǵƠƽǀૼƁइǄƘƛbෆ
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Ɵ་ᆊੳƠƿƙƙŷƿƳƎc
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అทపǇƝǀƈƝǇทᆒƠਿƶǀગ਼૪అ

ƜƎcƒǁƷȕ|ȉȞfǢȒǮǚƣಐƟƞƝ
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ŹbઞዩኜƕƆƜƟƄbಲ૪అƒƣƷƣƣ

ƭƣ੫Ɵ౫࣍ǇǇ브ƌƛŹƳƎc

日本共産党の緊急経済提言（骨子）

1

新型コロナの影響から緊急に
国民生活を防衛する

●企業倒産とリストラ・失業の連鎖を起こさないことを経済政
策の大きな目標にすえる

2

内需・家計・中小企業支援に
力を集中する

●消費税５％への緊急減税を実行
●国保料をはじめ社会保険料の緊急減免、納税の緊急猶予

──中小企業への無担保・無利子融資を当面２０兆円の枠で実施

などの措置を行う

──雇用調整助成金への補助を最大１０割に

――国保料の緊急減免を自治体が実施し、財源を国が保障。社会

──新型コロナを口実にしたリストラ、首切り、内定取り消しを行わ
ないよう指導

●フリーランスをはじめ雇用保険の対象とならずに働く人へ
の所得補償制度を緊急につくる

保険料も緊急減免
――社会保険料や所得税・消費税の納税猶予、
延滞金の減免

●大企業の内部留保を働く人の賃金、中小企業の単価引き
上げに活用する

●休校要請やイベント自粛要請など、政府の要請によって仕
事や収入を奪われた人と事業所は、
国の責任で補償する

3

「予備費の枠内」
でなく、
２０２０年度予算の
抜本修正によって財源を確保する
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