
＜コロナ 8つの波〜あれはどうなった？〜第 6波＞ 

「材料不足、需要減、人員不足」の三重苦広がる 
苦境にあえぐ中小企業 「どうしようもない緊急事態」 

 

東京新聞 2023年 1月 8日 配信 

 

 2020 年 1 月に始まった日本での新型コロナウイルス感染流行。まもなく丸 3 年というこのコロナ禍は、現

在を含め大きく 8 つの感染大流行期、すなわち「波」となって日本社会を襲い、人命や健康を損なわせ、

生活や人々の意識を大きく変えた。それぞれの波を振り返り、当時騒がれたことの実相と今に残る課題を

探ってみた。（文中敬称略、中山岳） 

 第 6波 2021年 11月〜22年 5月。オミクロン株の流行で全国の感染者数は 22年 2月上旬にピークと

なり、10 万人余に達した。1 月 9 日から沖縄、広島、山口の 3 県にまん延防止等重点措置が適用。同 27

日には 34都道府県に広がり、3月 21日に全面解除された。同 25日に開幕したプロ野球は、3年ぶりに観

客人数の上限が撤廃された。 

◆注文が戻りかけてきた時期に感染者急増 東京都墨田区の

錦糸町駅から 10分ほど歩くと、真新しいビルが見えてきた。1階

にある「小倉メリヤス製造所」。以前の本社を 2022年 10月に建

て替え、上階は賃貸マンションに。社長の小倉大典（45）は「コロ

ナ禍に建て替えたのは大きな決断だった」と話す。  同社は

1929年に小倉の祖父、信作が創業。小倉は 2015年、父の和男

から社長を継いだ。栃木県佐野市や中国・上海市に工場を構え

る。半世紀近く、ベビー服や子供服を作ってきた。例えば孫がピ

アノの発表会に出る時、おじいちゃんやおばあちゃんが贈るよう

な、おしゃれな服だ。大手アパレル企業の有名ブランド品なども多く受注し、手がけてきた。 だが、コロナ

禍の外出自粛でそうした商品は需要が激減。2020 年 4 月に緊急事態宣言が発令されると、「会社の電話

はぴたっと鳴らなくなった」。さらなる試練は、2021 年夏の東京五輪後にやってきた。注文が戻りかけてい

た時期に「第 6波」が襲った。 感染力の強いオミクロン株が広がり、2022年 1月から感染者は急増。小倉

メリヤスの商談は次々に中断した。栃木工場の様子を見に行こうとすると、現地で働く職人たちからは感染

リスクを気にして「社長、来ないでください」と言われたことも。「糸へんのものづくり」を自負してきた小倉に

とって、厳しい日々が続いた。 さらに、「泣きっ面に蜂」の事態も起きた。上海の工場が同 3 月末〜5 月末、

ロックダウン（都市封鎖）で稼働できなくなったからだ。第 6波が終わった 5月の売り上げは、過去 20年で

最悪だった。 

◆「脱下請け」に活路、金策にも奔走 コロナ禍でいったんは絶望したという小倉は「大手の下請けを続け

るだけではだめだと、発想を変えた」と語る。少量でも個人からの注文を直接受けるように。子供服に限ら

ず、人形に着せる洋服、トートバッグ、エプロン、ペット用の革製の首輪…。「縫えるものなら、何でも相談に

乗る」。少しずつ受注が増え、SNS で人気のインフルエンサーからオリジナル服の注文もあった。 金策にも

奔走。日本政策金融公庫から実質無利子、無担保の「ゼロゼロ融資」を約 1 億円借りた。従業員が制限勤

務になった時期には、雇用調整助成金（雇調金）を利用。「売り上げがへこんでも、資金繰りにそこまで悩ま

なかったのはありがたかった」と話す。 コロナ禍は飲食業の苦境に注目が集まりがちだが、繊維業者もダメ

ージは大きい。帝国データバンクの調査によると、回答した約 1万 1500社のうち、第 6波の 2022年 2月

時点で 7割超が「マイナスの影響がある」と回答。繊維製品を含めたアパレル製造業者に限ると、8割超に

上った。製造業を中心に「材料不足、需要減、人員不足」の三重苦が全国的に広がったとされる。 繊維業

コロナ禍について話す小倉メリヤス製造所の小倉大典社
長＝東京都墨田区で 



者が多い墨田区でも、小倉の知る限り 2社が廃業した。「経営者が高齢で後継者もいないと、コロナ禍が引

き金で廃業するケースはある」 小倉メリヤスは、コロナ禍に受けた融資の返済が 2023 年から本格的に始

まる。売り上げは以前の水準にまだ戻っていない。それでも、小倉は前を向く。本社の建て替えにも踏み切

った。 会社の歴史を振り返れば、東京大空襲で工場が焼失しても、祖父は焼け野原に建て直した。「コロ

ナ禍で何とかしようと動きまくった結果、新しい芽も出てきた。魅力的な会社に育て、ものづくりのたすきを

次の世代につなぎたい」と話す。 

◆雇調金などで倒産は減少も… 3 年に及ぶコロナ禍で、多くの

中小企業は苦境にあえぐ。墨田区は売り上げが減った中小企業

を対象に、金融機関の融資をあっせんしている。融資額 2000万

円を上限に、必要な保証金や利子の一部を区が負担。2020 年

度は 1886 件（約 124 億円）、21 年度は 1493 件（約 184 億円）

の申請があった。 2022 年度の申請は減っているものの、経営

支援課長の塩沢満は「これまで融資を使わず我慢してきた業者

でも、申請を検討するケースが出ている。厳しい状況は続いている」と話す。 一方、倒産は全国的に少な

く抑えられてきた。帝国データバンクによると、21 年度の倒産（負債 1000 万円以上）は 5916 件。6000 件

を下回ったのは 56 年ぶりだった。一因は、国や自治体による金融支援策。雇調金、ゼロゼロ融資、休業要

請に応じた事業者に対する協力金などが相次いで実施され、一定の効果があったとされる。 ただ、雇調

金を巡っては、22年 9月末までに不正受給が累計 920件、総額約 135億 9000 万円に上る。ゼロゼロ融

資では、中日信用金庫（名古屋市）の職員が事業者の売上高を改ざんするなどした不正融資も発覚。中

日信金は同月、業務改善命令を受けた。 

◆ゾンビ企業は 18 万社超 融資「このままでは返せない」 別の懸念もある。帝国データバンク情報統括

部の太宰俊郎は「もともと多くの債務を抱え、倒産してもおかしくなかったにもかかわらず延命した『ゾンビ企

業』が増えている」と述べる。 同社が国際決済銀行の指標に基づき推計したところ、2021 年度の日本に

おけるゾンビ企業は 18万社超、全企業の 12.9％にあたる。19年度（同 14万社超）、20年度（同 16万社

超）と 2年連続で増加。こうした企業のうち 7割超がコロナ関連の融資を受け、2割は「返済に不安がある」

と回答した。 都道府県別のゾンビ企業率を見ると、福島が 19.8％で最多。宮城（同 18.5％）が次いで多

い。背景には、東日本大震災や東京電力福島第一事故で被災した企業の多くが補助金を受け、金融機

関への返済を繰り延べた影響もあるという。 福島県商工会連合会の指導部長、為田敦は「震災後に経営

が苦しくなり、二重のローンや複数の融資を受けた企業もある」と語る。相談窓口にはそうした企業から「返

済を繰り延べてほしい」「このままでは返せない」といった声も寄せられている。 

◆人口減などで国内市場は縮小「新しい発想が必要」 半世紀

にわたって全国の中小企業に足を運び、研究してきた一橋大名

誉教授（中小企業論・地域振興論）の関満博は「多くの中小企業

の経営者は自分の給料を抑えても雇用を維持するなど、一生懸

命やっている。コロナ禍は大震災と同様、個々の努力ではどうし

ようもない緊急事態でもある」と指摘する。 ゾンビ企業という見

方より、直視すべきは「人口減と高齢化により、多くの産業で国内

市場は縮小している。企業は現状維持の考えから抜け出し、業

態転換を含めて新しい発想でこれからの時代に対応することが

求められる」と喝破する。 ただ中小企業の場合、後継者不足

や、海外進出するにも資金難や計画調整できる人手がいないといった課題も抱える。関はコロナ収束後を

見据え、市町村が地元の企業を支えて育てる重要性も説く。「自治体職員は、国の補助金などをやみくも

雇用調整助成金の受け付け業務に追われる千葉労働
局の非常勤職員ら＝千葉市中央区で 

自動車部品製造工場のプレス機の前に立つ従業員＝
東京都大田区 



に申請して『当たった』という意識ではだめだ。地場産業を維持し、成長させるために何が必要か。本気で

考えない限り、多くの産業で倒産や廃業が増え、衰退する一方になりかねない」 

◆デスクメモ 小倉さんの会社がある地域をよく訪れる。黒湯が流れる銭湯。老舗のうなぎ店。年配女性が

鍋を振る町中華も。ただ、コロナ禍は心地よい下町の空気を一変させた。そんな中で試行錯誤し、活路を

開こうとしてきたのが小倉さんだ。この粘り強さが周囲の励みになればと思っている。（榊） 

 

 

 

＜コロナ 8つの波〜あれはどうなった？〜第 7波＞ 

「念のために入院」の一方で、搬送先が見つからずに命失う患者も… 
医療体制の抜本的整備が遅れた末に 

 

東京新聞 2023年 1月 9日 配信 

 

 2020 年 1 月に始まった日本での新型コロナウイルス感染流行。まもなく丸 3 年というこのコロナ禍は、現

在を含め大きく 8 つの感染大流行期、すなわち「波」となって日本社会を襲い、人命や健康を損なわせ、

生活や人々の意識を大きく変えた。それぞれの波を振り返り、当時騒がれたことの実相と今に残る課題を

探ってみた。（文中敬称略、宮畑譲） 

 第 7波 2022年 6〜9月。全国の感染者数ピークは 8月 19日の約 26万人。感染力が強いオミクロン株

派生型「BA.5」への置き換わりで、感染者が爆発的に増加した。21 日には、岸田文雄首相の感染も判明。

医療体制は逼迫ひっぱくした。一方、重症化率や死亡率は低く、緊急事態宣言などの行動制限は実施さ

れなかった。 

◆「よくなる可能性はあった」 「末期がんではあったが、体調は

安定していた。本人も前向きに在宅療養に取り組んでいて、趣

味のボウリングにも行こうとしていたところだった」 都内で高齢

者らの訪問診療を続ける医師・田代和馬が悔しそうに振り返る。

第 7波が猛威を振るっていた昨年 7月 29日、コロナに罹患した

末期の盲腸がんの男性患者（83）を病院に運ぼうとしたが、搬送

先が見つからないまま自宅で息を引き取った。 容態急変の連

絡を受け、駆けつけたのは前日夕方。血中酸素の値が低下し、

意識ももうろうとしていた。その場で抗原検査をしたところ、陽性反応が出た。119 番で救急搬送を要請、

約 20 分後に救急隊が到着したため、田代は別の往診に向かった。 結局、その後も男性は搬送先が決ま

らず、自宅で酸素投与を続けたが、翌朝には呼吸が止まった。死亡確認は田代が行った。「体力的にはま

だ余裕があった。早期に病院で適切な治療をすれば、よくなる可能性はあった」。この男性の他にも、第 7

波の間、田代が診療している患者で入院できずに亡くなった人

は 10人以上いたという。 

◆多数の搬送困難、ピーク時に週 6747 件 感染者数が爆発的

に増えた第 7 波では、救急搬送が困難な事例も激増した。総務

省消防庁によると、昨年 7 月 18〜24 日、全国の搬送困難事案

は 6000件を超え、コロナ前同期の 6倍近くに。 ピークの 8月 8

〜14 日には 6747 件に上った。 搬送困難や入院できない重症

者がいるという、以前から指摘されていた事態が改善されないま

2022年 8 月、名古屋市内の病院に発熱患者を乗せて
続々と到着する救急車 

2022年 8月、東京都内の保健所で感染者の発生届の
確認業務などに当たる職員ら（一部画像処理） 



ま、第 7波に突入した。田代は「念のために入院する人もいた。本当に必要な人が入院できるように入院基

準の明確化が必要」と述べた上で、不満を訴える。「当時、東京都の病床使用率は 50％程度。必要な人

がきちんと入院できる仕組みづくりはまだできていない」 こうしたことが起きる背景には、病床の分散や急

性期に対応できる病院の偏在がある。ただ、これはコロナ禍の前から問題視されていたことではある。 

◆「民間病院には『営業の自由』がある」 医療政策に詳しいニッセイ基礎研究所の主任研究員・三原岳は

「民間病院の多くは病床が 200 床未満の小規模で、人員や施設の問題でコロナ患者の受け入れが難しい

病院もある。医療資源の集中の不徹底は、平時から言われていたが、コロナで顕あらわになった」と指摘

する。 昨年 12 月には、都道府県と事前に協定を結んだ医療機関に対し、感染症への対応を義務付ける

「改正感染症法」が成立した。しかし、三原は「協定を結ぶかどうかの判断は病院に委ねられている。そもそ

も、民間病院には『営業の自由』があって、他の病院とは競合関係にもある。病院再編や機能の分化は簡

単ではない」と言う。それでも、ポストコロナを見据え、こう提言する。 「有事の医療は平時に役立つ。平時

に優れた医療は有事でも力を発揮する。限りある医療資源をどう使うか。地域の実情に通じた都道府県が

主導して、資源の使い方、配分の見直しを積極的に進めてほしい」 しかし、第 7波以降も、抜本的な医療

体制の整備は進まない。一方で、BA.5 は重症化率、死亡率が低いことが分かった。「コロナ疲れ」もあって

か、コロナによる規制の緩和を求める声は高まった。 

◆規制の緩和を進めた政府、緩んだ緊張感 第 7 波を機に緩和された

規制は多い。出入国の制限、自宅療養期間の短縮、全数把握の見直し

がそうだ。 規制緩和を人々はどう受け止めているのか。昨年 12 月中

旬、東京・羽田空港で出国しようとしている人たちに聞いてみた。 3 年

ぶりに子どもや孫に会うため、スウェーデンとオーストラリアを回る予定と

いう横浜市の男性（80）。マスクをしていたが、「怖さ？ もう全然無い。

熱が出てもひどくなければ自宅で療養すればいい。マスクもどれだけ必

要なんだか。日本は規制が多過ぎると思うね」と話す。 友人と会い、イ

タリアへ帰国しようとしていたイタリア人男性（25）は「屋外でマスクは要ら

ないはずなのに、多くの日本人がしている。マスク着用の無言のプレッシ

ャーが強かった」と滞在中を振り返っていた。 

◆浸透しない「屋外では原則、マスク着用不要」 政府はポストコロナに

向け規制緩和にかじを切るが、マスクの着用の仕方すら社会のコンセン

サスを見いだせず右往左往する。 国は「屋外では原則、着用不要」

で、屋内でも人と距離があり、会話をしない場合は必要ないとの指針を

示すが、それほど浸透しているとはいえない。第 7波が一段落した 10月

の臨時国会で、マスクをしたまま答弁した首相の岸田文雄が野党議員

から批判される場面もあった。 第 7 波の最中には、緩和に傾く政府と、

対策を求める専門家との間で隙間風も吹き始めた。 「いろんな現場が

悲鳴を上げるまで（政府が）なかなか動かないのが残念だ」。 8月 2日、

政府のコロナ対策分科会が開いた会見で、東大教授の武藤香織が語った。メンバーは医療窮迫への政府

の対応が鈍いと批判。行動制限の必要性にも触れたが、結局、第 7波で国が踏み込むことはなかった。 

◆「未来の感染症への備えもこのままでは不十分だ」 感染法上の分類を「2 類相当」から季節性インフル

エンザ並みの「5 類」に近づける議論も、第 7 波以降、なし崩し的に進む。11 月末、厚生労働相の加藤勝

信が「早急に議論を進めたい」と発言。翌日の専門家会議でも議題に上った。 政治アナリストの伊藤惇夫

は「もともと政府はコロナ対策よりも経済を回したい。感染者数が増えても、世論が反応しなくなってきたた

めに、経済を回すためのアクセルを吹かしやすくなっている」と第 7 波以降の状況を見る。一方で、「医療

国際線に搭乗しようと列をつくる人たち＝
2022年 12月、東京・羽田空港で 

子ども用のマスク 



体制の構造的な問題はそのままで、感染症対策の根本的な解決はしていない。経済を回すのはいいが、

コロナの株もどう変異するか分からない。未来の感染症への備えもこのままでは不十分だ」とくぎを刺す。 

◆病状悪化リスクの高低で分断が生じる 新しい株による死亡

率は低くても、感染者数が増えれば、連動して亡くなる高齢者や

持病のある人は増えてしまう。 大阪市でクリニックを構え、コロ

ナに関する発信を続ける医師・谷口恭は、ポストコロナの世界

で、感染後に悪化するリスクの高い人と低い人の間で分断が生

じると予測する。 「若い人や健康な人、小児にとって、コロナは

もはやただの風邪といっていい。多くの人は『コロナの規制はいら

ない』となるだろう。しかし、一部の人は急に悪化することがある。

持病などのリスクは周囲から見えにくい。リスクのある人と無い人

でコロナに対する考えの違いは顕著になってくるだろう」 その分

断をどう乗り越えればいいのか。谷口は「SNS で自分本位の書き

込みなどを見ると絶望的な気持ちになる」としつつ、「それでも草の根レベルで自分と異なる考えの人を理

解しようと努める。それしかない」と強調する。 

◆デスクメモ 第7波は都市より地方で先行して広がったが、政府の動き出しは自治体に比べて鈍かった。

昨年 7 月の参院選後に検査拡充などを打ち出したが、既に感染者数は上昇カーブに入った後。 こんな

「後手」対応を何度見せられたことか。出口戦略を探る前に、政治の責任を検証すべきでは。（本） 
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人の波は戻ったが…人とのつながりは薄いまま 
コロナで孤独に追い詰められた若者たち 
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 2020 年 1 月に始まった日本での新型コロナウイルス感染流行。まもなく丸 3 年というこのコロナ禍は、現

在を含め大きく 8 つの感染大流行期、すなわち「波」となって日本社会を襲い、人命や健康を損なわせ、

生活や人々の意識を大きく変えた。それぞれの波を振り返り、当時騒がれたことの実相と今に残る課題を

探ってみた。（文中敬称略、西田直晃） 

 第 8波 2022年 10月〜。現時点での全国の感染者数ピークは今月 6日の約 24万 5000人。同日に死

者数が 456 人と過去最多を更新した。主流のオミクロン株の「BA.5」から免疫を逃れる性質が強い変異ウ

イルスへの置き換わりが進む。致死率低下などを考慮し、政府は今後、感染症法上の位置付けを 5 類に

引き下げる議論を本格化させる。 

◆「感染させたくなくて、ようやく…」4、5 年ぶりの帰省 スーツケースのタイヤの音が絶え間なく響く。昨年

12月 29日朝、東京駅のコンコースは人波でごった返していた。 「未知の感染症」と恐れられた新型コロナ

ウイルス。国内で初めて感染者が確認されてから間もなく 3 年。洋菓子の土産袋を持った看護師、中村典

明（35）＝埼玉県越谷市＝は下り線のホームを目指していた。 「親も年を取ったし、会えるうちに会わない

と。実家に帰るのは 4、5 年ぶり」とほっとした表情。山口県で暮らす両親に顔を見せ、年始に計画される小

学校の同窓会に出席するつもりだと明かした。 いまは高齢の患者宅を中心とする訪問診療の同行看護師

として働く一方、コロナ禍の当初は病院看護師として感染者を受け入れる病棟で勤務。2020年 4月上旬、

2022 年 8 月、コロナ病棟で防護服を着て対応にあたる
看護師ら 



首都圏などに初の緊急事態宣言が出る直前には自身が感染し

た。「当時は病院の防護策が整っていなくて、死亡率は今より高

かった。感染を覚悟していたけど、やっぱ怖かった。死ぬのかな、

って」 その後も、両親の感染リスクを懸念し、帰省を控えてい

た。職責の重さや世間の目も意識した。「看護師として、万が一

でも人に感染させたくなかった。日本全体に『感染すること自体が

悪』『遠出するな』という雰囲気もしばらくは濃かったし。でも、よう

やく動ける」と話した。 この年末年始、全国的に行動制限は敷

かれず、政府も移動の自粛を呼び掛けなかった。公共交通機関

の利用客はコロナ禍前の水準に戻りつつある。JR旅客 6社によると、昨年 12月 28日〜今月 5日の新幹

線・在来線特急主要線区の利用者は、18 年度比の 84％にまで回復した。東海道新幹線の一部では、自

由席乗車率が満席を大きく上回り、臨時列車が運行された日もあった。 

◆入学時は人まばらなキャンパス 成人式も欠席 昨春から東京都内の専門学校に通う李之勢（19）＝府

中市＝も岡山県の実家に初めて帰ることに。12 月に入って感染者は増え始めていたが、「今回は特に迷

わなかった。周りの友達も同じような感じ。もう当たり前の日常だし、『ウィズコロナ』の意識が定着しているん

じゃないですか」と言い切った。 一方、早稲田大 2年の田村健人（20）＝文京区＝は帰省を見合わせ、大

学近くで一人暮らしするアパートで過ごすことにした。群馬県富岡市の実家にいる妹の高校受験が近いた

めだ。 「家族のことを考えたら仕方ない。群馬は近いし、いつでも日帰りで会えますから」 コロナ禍では、

大学や専門学校の対面講義、学生のアルバイトやサークル活動が中断・縮小され、若者たちの多くが他者

とのつながりを制限された。 田村が進学した 2年前の春の時点でも、講義の比率はオンラインと対面がほ

ぼ半々だった。サークルの新入生歓迎コンパも小規模に限られ、

憧れのキャンパスに人の姿はまばらだった。 ツイッターを始め、

オンラインで部員を募っていた広告研究会に入り、新たな友人

がやっとできた。「今は充実してるけど、サークル選びに失敗した

ら、大学生活を楽しめなかったかも」と当時を振り返る。 若者た

ちの「節目」にも変化が生じている。 田村は、地元の成人式に

当たる「二十歳を祝う会」を欠席することにした。「同窓会が開か

れない」からだという。 「式典そのものよりも、楽しいのはみんな

で夜に集まることですからね」 

◆広く、薄いウィズコロナの人間関係 人によって明暗も コロナ禍の 3 年間、日本では「自粛」が徹底され、

イベントや式典の中止が全国で相次いだ。冠婚葬祭の縮小も顕著になった。 東京財団政策研究所の試

算では、コロナ禍がなかった場合と比べ、2020〜22 年の結婚件数は 15 万件以上減った。もともとの減少

傾向に拍車が掛かった形だ。LINE リサーチが利用者を対象に行った調査によれば、コロナ禍直前の 20年

1 月に成人式に「参加する」と答えた人は 59％だったが、22 年 1 月はオンライン形式も含めて 55％にとど

まった。 コロナ禍は人々のつながりにどういった影響を与えてきたのか。東北大教授（環境心理学）の青

木俊明はウィズコロナの人間関係を「広薄型」とする。 「忍耐を美徳とし、周囲の空気を読む日本特有の

精神風土が自粛を支えた半面、ツールを用いた広く薄い人間関係に変化し、職場や学校などで信頼感を

築きにくい 3 年間だった。この傾向は進むだろう」と説明。「特に若い世代で、心地良くない人間関係が遮

断されがちで、その影響は 10 年後、20 年後に出てくる。戦後日本の『会社はファミリー』といった考え方は

消え、個人や家庭により重きが置かれるのでは」とみる。 「広薄型の社会は、積極的に動き、人間関係を

自ら構築、選別できる元気な人にとって、利点の大きい魅力的な日本かもしれない。でも、そうでない人は

孤立感や疎外感が強まり、生きづらい。精神的にしんどい社会になってしまう」 

行動制限のない年末を 3 年ぶりに迎え、混雑する駅
のホーム＝昨年 12月 29日、JR東京駅で 

晴れ着で集合写真を撮る若者たち＝津市で 



◆人生の節目で関係を築けず コロナ前には戻れるのか 懸念を裏付けるようなデータもある。悩み相談

をチャットで 24 時間受け付ける NPO 法人「あなたのいばしょ」が昨年 2 月に実施した「コロナ下での人々

の孤独に関する調査」（20 歳以上の 3011 人が回答）では、全体の 37.3％が何らかの孤独を感じていた。

20 代が 42.7％と最高で、年代が上がるほど数値は低くなった。 チャットには通常、海外からも含め、1 日

1000 件の相談が寄せられる。孤立感や自殺願望が増すとされる年末年始も「つながり」を求める声があふ

れた。相談の 7割が 20代以下だ。 理事長の大空幸星（24）によると、若年層の孤独の背景には、進学後

に思い描いた学生生活を送れなかったこと、就職後に理想とのギャップを感じたことなどがある。努力に見

合った充実感を得られず、むなしさに襲われる「燃え尽き症候群」に陥るケースが目立つ。 「受験、進学、

就職、一人暮らしなどの環境の変化、孤独の引き金になる出来事が数年間に詰まっている。ささいなことで

不安になりやすい」と強調し「支えになるのは同世代の横のつながり。でも、コロナ禍で関係をつくる機会が

少なくなってしまった」と語る。 ただ、大空は「コロナ前に戻ることはもう難しいでしょうね」とも語る。 「若者

にとって、交流サイト（SNS）やスマホはツールではなく、日常生活の一部。大学のリモート講義は、効率良く

学習できると好意的に受け止める声も多かった。オンラインか、対面かで全てを分けるのではなく、上手に

組み合わせながら、必要なつながりを保てる社会の仕組みを構築しないといけない」 

◆久しぶりに地元で迎えた正月 でも同窓会は… 年が明け、今年 1 月。 冒頭の中村

が参加するはずだった小学校の同窓会は延期された。仲間同士の SNSには「コロナ感染

状況が落ち着いていない」「子どもが小さいから無理」などと書き込まれていた。 中村は

帰省を振り返る。「実家でご飯を食べて、高校や専門学校の友達に会った程度。普通で

すよ」 でも、と言葉を紡いだ。 「やっぱり、地元っていいですね」＝おわり 

◆デスクメモ 年末年始の予定が真っ白になった。帰省するつもりでいたが、実家の家族

が新型コロナに。正月は遠方から気をもむばかりだった。唐突に降りかかるのが感染禍。

いまなお脅威は続いている。大切な人、かけがえのない暮らしを守るにはどうすべきか。

今年も問い続けていかねば。 （榊） 

 

 

コロナ禍の 3 年間
や帰省を振り返る
中村典明さん 


