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一般社団法人日野青年会議所 2020年4月26日
公開委員会

コロナ社会で何ができる？ ～ひの・ひとのために～

開催まとめ

※46名の参加（一般参加者 23名、日野JC 23名）
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ひの・ひと・ふれあい委員会

参加者の業種

Ⅰ．日野青年会議所 Ⅱ．一般参加者

デザイナー

ガソリンスタンド

コインパーキング業

公務員

士業

製造業

パン屋

ライター業

在宅リハビリ業

市議会議員

書道家

政治関係

芸能関係

整体業

切手屋

内装業

不動産業

保育

保険業

臨床検査営業

介護サービス業

子育て支援

大学教授

大学生ボランティアサークル

マーケティング業

ミュニティガーデン

教育関連団体

高校教師

国際交流協活動団体

福祉サービス業

障害者サービス業

エッセイスト(視覚障害者)

公務員

農業

留学生(韓国)



一般社団法人日野青年会議

【ワークショップ テーマ①】

「コロナからの影響と私の身の回りの近況と今抱えている課題」に
ついて、一人ずつ順番に話していく

【160件の意見の内訳】

1. コロナにより生活環境が大きく変わり困惑している（75）

2. 仕事・学校に行くことができなくなり、テレワーク・オンライン学習の機会が増えた（64）

3. コロナの影響を打破するため、職場や学校で前向きな事業・授業をしている（16）

4. さほど普段通りでコロナの影響は大きく受けていない（5）

全体の約85％程度の意見（1・2）でコロナの影響が大きく、生活環境も大きく変わり、その変化にうまく対応できていな

い状況であることが、改めて見えてきた。

一方で、普段の生活で前向きに考え、コロナに負けずに何か行動を起こしているという意見は全体の約10％であった。

【ワークショップ テーマ②】

「今私たちは何ができるのか？」について自由に意見交換

【48件の意見の内訳】

1. オンラインを利用して仕事や会議、飲み会をできることをいろんな人にも知ってもらう（11）

2. コロナにうつらない・うつさないための対策の徹底・強化（10）

3. メンタルを高める・うまく管理すべき（6）

4. 飲食店でテイクアウト・デリバリーを積極的に利用する（4）

5. その他（17）

「その他」の意見の中には、

・コロナを吹っ飛ばせるような面白いイベントを企画する

・独居の高齢者の受け入れ体制を今だからこそ整備しておく

・家族の安否確認ができる方法を考えたい

・SDGｓと関連した事業をしたい

ワークショップは時間が足りなかったため、アンケートで回答をいただく。

アンケートの詳細は次ページ以降のを参照
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【アンケート ・ 質問１】

参加者とお話しした中で、どんな話が印象的でしたか

【参加者からのご回答（詳細）】

1. 仕事や生活、学業の環境が大きく変化し、満足にできていない（14）

・歌手の方で、歌手活動を出来ずイベントを行えないということ。多くの芸能の方（勇気づける人）が困難な状況に置かれていて、コ

ロナが終息した後に社会が回復できるのか不安になった。

・学費のためにアルバイトをしたいができない。

・介護業では業務が進まないことによる２次被害があること。身内に不幸があっても遠方の移動を控えてしまうという葛藤が苦しかった

というお話は印象的でした。

・単身で生活されている方の不安、心配事。

・大学生：地方出身の新入生は繋がりもなく、大学の状況も知らない中、つながりも作れないため、刻々と状況が変わり、大学の情

報を知ることができない。

・公園が使用禁止となる中、癒しや健康のための場の確保をどうするか？

・ICT教育が今後進んだ時に、難しい環境の子どもたちはどうしたらいいのか。

・サービスする側として、何が正しい対応なのかがわからない

・弱者が一番被害を被ってしまう。感染症対策によって、日常の社会問題がより顕在化してしまう現実。

・デイケア施設で新型コロナウイルスを予防するばかりに出来ないケアが多く、お年寄りの健康に影響が出ていること。大学生の就活の

面接がオンラインで会社の雰囲気がわかりにくいということ。

・雇用の維持、入社面接工夫、業務上やむを得なく濃厚接触になる場面がある等

2. 今だからこそ役立つ仕事やコロナの対策として、取り組みがされていることについて、新しい発見があった（10）

・コロナ対策として、来客の方全ての検温を非接触型検温機で測っているという事。取り入れていきたいと思いました。

・大学の授業も既に7月までオンラインが決定しているということで、これからどんどん在宅での仕事や授業が進んでいくだろうなと感じた。

またガソリンやレンタカーも需要が減っているということで、GWの自粛も考えると観光業はまだまだ厳しい状況が続くなと感じた。

・命の選択という言葉。人と人との繫がりが変かしている。

・様々な業種でどのように協力していくか、新しい発想が必要だと感じました。

・今日の参加者の皆さんが、コロナに負けずに今こそ繋がりを大切にしよう！という気持ちを共通に持っていることが確認できて、とてもよ

かったです。

・介護、介助の運営側の覚悟が必要であるということ

・教育関係と芸能関係の話

・話すこと、対話の重要性

・悪と言われているものが、必ずしもそうとは言えず、視点を変えると良いことでもあるということ。

・外国人の方のお話、他業種の経営実態

・コロナウィルスの問題が、人間の心の問題につながっていることを具体的な話を交えて聞くことができた点

3. コロナの影響で格差や二次被害が出ている（9）

・教育の場での格差や老人のネット格差など自分の目線で感じないことを知る事が出来て印象に残りました。

・パチンコ屋営業継続に対するバッシング→弱者への皺寄せ、それぞれの経済的なダメージ、子どもの居場所がなくなっていく現状

・グループ内で出た、パチンコ店の違う角度からの役割。パチンコ店利用者がストレスを発散して、家でのDV削減になる。

・有事の際は、弱い立場にいる人にしわ寄せが来てしまうということ。

・頑張ってる人が、やってない人を責めてしまう。

・色々な情報の整理が必要。1人暮らしだと自分がコロナにかかった時不安。

・相手の事を攻める人が増えた

・教育格差、デジタル格差

・自粛が、原因で社会的弱者と言われてる方の、イジメ、差別、虐待が起こりえる内容が、印象的でした。

4. 留学生や障害者に関する話（6）

・外国ルーツの人が困っていること(情報を得られない)や感じ方(自分の国と日本の対策への意見)を聞いたこと。

・留学生の方の悩み

・目の見えない方：普通の人よりものに触れる機会が多い。サポートしてもらうときに人に触れてもらうため、感染のリスクが多い。

・仕事に影響がでた、学校へ行けない、体の不自由な方はより私生活が難しくなったなど。

【39件の意見の内訳】

1. 仕事や生活、学業の環境が大きく変化し、満足にできていない（14）

2. 今だからこそ役立つ仕事やコロナの対策として、取り組みがされていることについて、新しい発見があった（10）

3. コロナの影響で格差や二次被害が出ている（9）

4. 留学生や障害者に関する話（6）
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【アンケート ・質問２】

ご自身もしくは複数人で、コロナ社会でもできそうな事を教えてください。

【参加者からのご回答（1／2）】

1.コロナのことや前向きな情報の発信（9）

・コロナの正しい情報を伝えること

・他者に寛容であること。笑顔で過ごすこと。

・安否確認のIT化

・情報・悩みの共有

・自分自身が保菌者だと思って、自分が出ないことで助かる命があるということを皆で意識していければと思います。

・意識の共有

・コロナ対策のボトムアップ

・まずはかからないこと、情報を発信すること、家族の変わりに支える役目を果たすこと

・とりあえず、「出来ないことでなく、出来ていること」を見つけようと思います。

・あとは二次情報に躍らせれず、自分の目で見るなど一次情報を大切にすることでしょうか。

・不安さの共有、ご近所と話す、距離を保つことでできることという問いを考え続ける

・過度な心配や対応をしない。

2.家族や周囲の人との対話を大切にする（6）

・家族と対話する

・繋がりを絶やさず、お互いを理解し合うことが大切だと感じました。

・自分よがりにならず相手の思いやりを持つこと。

・こういった話ができる場で、お互いの現状を共有し、視野を広げること。

・情報を整理し、伝えたい人にしっかりと伝える。人とのコミュニケーションが減っているので、こういった場で情報だけでなく、想いを共有し

ていく。新しい居場所づくり。

・子供との向き合い方

・人と人を繋げて行く事

・人と人とのつながりを途れないように。ＳＮＳ等あらゆる媒体を駆使して、対話の機会を設ける。情報格差を生じさせないよう、情報

共有を図る。

3.オンラインツールを利用して、仕事や雑談、飲み会等をする（4）

・オンライン対話カフェ

・オンラインで飲み会！

・オンラインごはん会や雑談会を開催する。

・個人的な仕事の面ではYouTubeでの情報発信とラジオでの活動発信

・オンラインでの日本語授業(明星大学やHIFAの日本語教室)、遠隔の国際交流イベント

・webを活用した営業活動

【38件の意見の内訳】

1.コロナのことや前向きな情報の発信（9）

2.家族や周囲の人との対話を大切にする（6）

3.オンラインツールを利用して、仕事や雑談、飲み会等をする（4）

4.自らのメンタル面の改善（3）

5.コロナ感染対策の徹底（3）

6.飲食店のテイクアウト・デリバリーを利用する（2）

7.その他（11）

多様な立場や業種、環境の方々が集まったことにより、様々な視点で多数の意見が出た。

行動制限期間の中でも、それぞれの分野で「何か協力できることはないか？」を模索している表れと考える。

「情報発信」についても、その意見の中で「コロナの正しい情報を発信したい」という意見や、「飲食店のテイクアウト情報等を

SNSやYoutubeで発信したい」と様々な意見が出た。

「その他」としては、「マスクを寄付したい」、「SDGｓ推進の一環としてコミュニティ農園をつくり、家庭菜園をつくって自給自

足生活の啓発をする」という意見があった。
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【参加者からのご回答（2／2】

4.自らのメンタル面の改善（3）

・心のケア

・思いやり

・本当に今、悩んでいます。

5.コロナ感染対策の徹底（3）

・PCR検体の回収支援

・コロナの正しい情報を伝えること

・今回でのコロナの課題を浮き彫りにし、次起きても繰り返さない事をこらからやりたい

・新型コロナウイルス感染症という【ルール】が与えられただけで、考えればなんでもできると思っています。

6.飲食店のテイクアウト・デリバリーを利用する（2）

・仕事でもプライベートでも情報共有を行い飲食店のサポートや情報の発信を行なって行こうと思う。

・飲食店のテイクアウト

7.その他（11）

・SDGsの推進

・高齢者のIT化のために、JCの若い皆さんや、大学生のボランティアのみなさんに手伝ってもらって、スマホマンツーマン講座を企画してみ

たいなー、と思いました。

・公園などへの一極集中ではなく、分散して気分転換や体力維持できる場は必要。農空間は、市民の健康と食料確保のために有

効で、家庭菜園を始める人も増えている。コロナ後の循環型社会構築を見据えて、身近な生ごみで野菜作りができる人を増やすべく、

ダンボールコンポストの動画サイトをつくったり、コミュニティ農園を増やす計画を、SDGsや関係者とネット会議をしながら進めていきたい。

・社会を支えるため仕事に出ている人を応援する。在宅可能な人は在宅を。

・小中学生、高校生の職業体験を、今後受け入れてくれる企業探し

・地域の町会長の方達とも連携を取り、高齢者が起きてる問題を、一緒に解決をして行くこともできると思います。

・その他、私の会社や実家の畑を交代で耕し、収穫して食べながらビデオ飲み会。（正副にて提案済）

・お金でできた社会に依存せず、自分で食べ物をつくる大切さを学ぶこと。（ソ連崩壊時に餓死する人が少なかったのは、ダーチャとい

う郊外にある農園付き別荘があったおかげと言われています）

・日々の生活や仕事に追われて「大切だけど今まで手が付けらなかったこと」に着手し、アフターコロナを迎えた時に今まで以上に豊かな

ライフスタイル、商売だったらプラスオンの売上を獲得すること。コロナ社会でもできるのではなく、コロナ社会だからできる。

・十万円の給付がもらえたら、箱マスクを配るなど周囲の生活の苦しくなった家庭に寄付しようと思います。
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【アンケート ・質問３】

このコロナ社会の中で今、私にできることは？（これからやってみようと思うことは？）

【参加者からのご回答（１／２）】

1. 相手を思いやり、誰かのために行動する（8）

・相手の立場や環境を思いやる気持ちが大切??

・誰かのために行動する

・大きことがしたいけど、そんな力はないので、近くにいる人の声を聞く。困っていたら助ける。

・思いやり

・人との繋がりの形が変わる。心を繋げよう

・広い視点を持つ

・異なる意見を尊重

・情報を正しく理解する。人の気持ちを思いやる心を持つこと。今出来る最善を尽くすこと。

2. メンタルの管理（7）

・不安であることを不安だと共有できるといいですね。

（正しく怖がるだけだと折れちゃいそうなときもありますもんね）

・色々な不安があると思うけど、人の不安を取ってあげたい。

・心穏やかに過ごす

・相手のことを責めないで、相手のことを思う。

・様々な立場の人の、裏側を考えてみたいと思います

・癒しの場づくり

3. 人とのつながりを大切にする（6）

・オンラインごはん会など、気軽に他者とコミュニケーション・雑談する機会を作りたい。

・実家にいることになり、家族と話す機会を頂いたので、家族と会話して少しでも不安を取り除けるよう少しでも出来ることをする。

・対話・おもいやりの大切さ

・気持ちを伝えあうこと

・人と人とのつながりの強化

・つながりをつくる事。オンラインで家庭とつなぐ。

・対話の大切さ

・つながりを大切にする

【45件の意見の内訳】

1. 相手を思いやり、誰かのために行動する（8）

2. メンタルの管理（7）

3. 人とのつながりを大切にする（6）

4. 感染予防対策（6）

5. オンラインツールの利用（5）

6. 情報共有・発信（4）

7. 飲食店デリバリー・テイクアウトの利用（2）

8. その他（7）

前項同様、多様な方向性で意見が得られた。

自分自身の立場だけでなく、異なる業種や様々な環境における話を聴くことで、相手への配慮を加味した上で改めて何が

できるか？を考えられた公開委員会であったと考える。

意見が多いのは「相手を思いやる」、「人とのつながりを大切にしたい」と、メンタル面を重要視する意見が多い傾向が出た。

「その他」の意見としては、「働き方改革」、「癒しの場づくり」、「野菜を自給自足でつくる」等の意見が出た。
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【参加者からのご回答（２／２）】

4. 感染予防対策（6）

・非接触型検温機

・まずはコロナが少しでも早く収束できるように移らない、移さない

・コロナに負けず、明るく、笑顔で過ごせるようにします！

・自分自身の健康を大切にして、高齢者の安心を守る活動をする。

・医療崩壊が起きたら命の選別が行われます。とにかく分が保菌しているつもりで行動したいと思います。

・コロナに感染しない！移さない！

・コロナの感染者が増えないために、引き続き、不要不急の外出自粛をして感染しない感染させないことにつとめる。それ以降はストレ

スをためこんだ人への対応として心のケアとなる活動をしたいと感じました。

5. オンラインツールの利用（5）

・Zoomのような同期型じゃなくても、非同期型のツールを使って、誰でも参加できるような遠隔の対話の場を構築したい。

・知っている情報を共有できるようなオンラインコミュニティを作る

・高齢者のWEBでの交流

・視覚障害のある方たちにzoomを広めると楽しいかも！

6. 情報共有・発信（4）

・過剰な心配・行動・判断をしない

・学校給食で納品できなくなった野菜の購入、そういったことを、FBで宣伝

・高齢者のＩＴ化に本気で取り組む！

・確かな情報の選別能力アップ！・おうちでできる自分磨き！・おうち時間を楽しむ！！！

・具体的には、今回のように課題共有をすること

・日本人と外国にルーツを持つ人をつなぐ遠隔交流イベントを企画してみる。

7. 飲食店デリバリー・テイクアウトの利用（2）

・飲食店メンバーのテイクアウト

・テイクアウトも購入データ取得できるといいのかな。地域型POSのイメージです。

8. その他（7）

・楽しさを忘れない

・働き方改革

・社会を支え、経済を支えるために危険な中お仕事に出られている方を応援したいです。

・色々なものの見方（視点）

・自分の仕事を全うすることです

・身近な資源で自給自足の野菜づくりを教えたい

・弱音を吐ける場を作る

・日本語が少しでも学べるオンライン授業ができるように頑張る。

・人・モノ・金・情報の流れが変わっているので、新しい流れをつかむ

・得られる情報を参考にして、自身は何をするか考える?指示待ちにならない。

・頑張っていきましょう！

・ストレッチ
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考察

今回、新型コロナウィルス(以下コロナという)により、２０２０年４月は緊急事態宣言が全
国に出され、東京都においてはStayHomeが推奨されています。
この度、オンラインツール「ZOOM」を活用して、日野市に係る多種多様な環境・業種の方、
障がいをお持ちの方、福祉関係、外国人などにお集まりいただきました。

【現状について】
参加者の８５％がコロナの影響が生活にも大きく影響が出ていて、うまく対応できていない
現状が改めて把握できました。
コロナの影響で、格差や二次被害が生まれていることも浮き彫りとなり、社会的弱者と言わ
れる障害者や高齢者、子供への「サポート体制」や「心のケアが」懸念がありました。
中でも印象的だったのが、障害者がコロナに感染した場合、医療機関が崩壊していたら命の
選択対象となってしまうので、コロナに絶対に感染してはならないという緊迫感溢れる言葉
もありました・

【コロナ社会でもできそうなこと】
ワークショップでは時間が足りない状況ではあったが、コロナにより行動制限期間中でも、
それぞれの得意分野で「何か協力出来る事はないか」を模索している状況でした。
中でも多かったのが、「ひととのつながり」「対話」「メンタル」「思いやり」といった、
『相手を思いやる』、『人とのつながりを大切にしたい』と、メンタル⾯を重要視する意見
が多い傾向が出て、それをオンラインにて実現することが求められていました。

【日野青年会議所として】
オンラインを活用した『心のつながり』、『心のかけはし』をITを活用してできないかを検
討しております。
官民一体で推進するか、当会議所のみで推進するか、具体的な行動に移すのに模索中です。
まずは、日野市のまちづくり連絡協議会と連携をとり、日野市のまちの為、ひとの為に出来
る事を具現化すべく、一歩を踏み出していく所存です。

以上
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