
問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

（株）ヨコイの作ったフェイスガードシートが1枚30円しますが、30枚⼊で990円です。売り上げが少ない
今、全ての⼈に使えません。組合からは、○○に売っているので買って使って…とチラシが⼊りました。冷
たいですね。全国から組合費を徴収しておいて、組合は何もしてくれませんね。何のために組合に⼊ってい
るのか。上の⽅々は下の⼈々の事は気にもしない、今の政治家と何も変わらないです。地位と⾦が狂わせる
んですね。

⾼知県

（⼥性）80才（⼥性）1⼈で経営してるのでそれなりです ⻑崎県
（姫路）市から出ている義援⾦（10万）でも美容の組合⻑が市に抗議にいかれたそうです、（10万出まし
た。）（神⼾新聞に出ていました。

兵庫県

“⼥性のパーマ”と引き換えに“男性カツト”を美容業界へ⾝売した。未だ理容には“顔剃”があると⾃負する連
合会は余りにも現場を知らない。⼦供。若者の客は⼤⼱に減った。あれ程、守ってきた業務独占はどうなっ
たのか。理容業（組合）の先は⾒えない！
“消毒のプロ”であることの⾃負を今まさに発揮できていると思います。 新潟県
“新型コロナウイルス対策実施中”のステッカーがほしいです。（2枚） 新潟県
「カット」で、すっきり気分を、「シェービング」でさわやかに、「シャンプー」でサッパリと。 ⼤阪府
「チョキちゃんグッズ」の販売は、ないのでしょうか？ ⿅児島県
「フェイスシールド」を配布されたが、粗悪品で困った！無駄だと思った。形だけの⽀援ではダメ！ 新潟県
「感染しない、させない」ポスターはインパクトが有り効果⼤だと思います。 岐⾩県
「暫」忍耐強く、収束を待つのみ、神仏に祈るのみである。
「社会を守る皆の⼒」というハガキ1枚を送る⾦が有るならもっと別のお⾦の使い⽅が有るはず。 ⼭⼝県
「対応」で追われた令和2年であったと思います。もうそろそろ「次のために」「仕掛けていく」段階では
ないかと思います。責めていきましょう。頑張りましょう！！今から。

愛知県

「万が⼀、店舗でコロナ患者が出たら？！」のDVDの件、ありがとうございます。聴覚障害の為、残念なが
ら字幕は付いていませんでした。今後もぜひ、字幕付けて頂けると助かります。

静岡県

「理容業における新型コロナウイルス感染拡⼤予防ガイドライン」策定ありがとうございました。 秋⽥県
「理容室」ならではの顔そりのメリットをもっとアピールして欲しい、（知らない⼈がかなり多いと実感す
る）

岐⾩県

「理容室は安全だ」（消毒など）をもっとアピールし、組合店、組合員、（家族）を守りたい。
「理容店からは絶対にクラスターを発⽣させない」的なキャンペーンを。 ⼭梨県
●の（男性のカット） 宮崎県
●を現場に●前に⽀援策の実⾏。 京都府
◎少しでも給ふ⾦をお願いします。 ⻑崎県
↑の内容を全国的に広めてほしい 神奈川県
・コロナで無症状のお客が来店された時、マスクとフェイスシールドだけで、本当に感染を防げるのか？ 宮崎県
・飲⾷店だけ営業⾃粛でいいのか？ 宮崎県
・衛⽣講習会等、休⽇に組合員はこういう事をもっとアピールしてほしい。受講しています。その間、アウ
ト店は仕事してます。何の知識もなく。⼩さいステッカーを店にはってもお客様は気がつきません。安⼼安
全をラジオTVでアピール（組合加盟店）

静岡県

・減らすべきかと。 愛知県
・私が役員の時、ひどい⼈はゴミを持ってくると⾔われました。そんな⾔い⽅きついですよね。・悪いです
が私は店内に貼っていません。貼る場所がないからです

滋賀県

・資格を持った職業、組合に所属し指導に従って経営してきた（つもり）者をきちんと守ってもらえるよう
に。アンケートが⽣きるような対策をつくってください。

神奈川県

・職業としてなりたたない跡継が育たない。希望がない 静岡県
・組合員激減の今、理事も半分で良いのでは。理事⼿当等削減され経費を組合員コロナで廃業店増も考えら
れます。

愛知県

※今は理容店として新型コロナの患者さんを出さぬよう⻭をくい縛って頑張るしかありません。80才の⽼婆
より

⼭梨県

※役員・事務局のみなさまいつもありがとうございます。 愛知県
1〜12ヶ⽉組合費の減免 埼⽟県
1000円カット。安理容室組合費の⾼差など紙⾯が多すぎる
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1000円カットをなくしてほしい。 栃⽊県
113113な⾏事がなくなったのだから組合費の減額したらどうだろろ 新潟県
11⽉、12⽉とかなり●●の減少があります。10〜20％程度。 広島県
12⽉21⽇（⽉）に電話させていただきました、ていねいに応待していただき感謝しております。 神奈川県
12⽉の⽉に5⽇間お客様がこなかった⽇がありました。コロナで髪はのびても●●せんから、2・3ヵ⽉のば
す⼈がふえております。

⿃取県

12⽉初めに保険所から連絡があり、11⽉に⾒えたお客さんが、コロナの陽性になり、濃厚接触者にあたる
という事でPCR検査（陰性）の結果がわかるまで4⽇間店を閉めました。結果がでるまで⼼配でした。

東京都

1ヵ⽉に数名のお客様を丁寧にカットさせていただき、フェイスマッサージや、トリートメントも、メイク
等サービスなので、コロナに関係なく、⽣き甲斐で営業させてもらっているような私の理容室なのでアン
ケートも必要ないと思います。もうじき78歳になろうとしている⽼婆より。

⻑野県

1ケ⽉出ない場合は再開してもよいとか、守らなくてもいいが、理容組合はこうします。とか。 京都府
1にコロナの事も⼤事ですが、組合に⼊って居ない所のお店も強かをしてほしい 岐⾩県
1回⽬緊急事態宣⾔の時理容店対象か象対外がまずかった。（府と市）給付⾦をもらうほうがましだった。
（アメとむち）

⼤阪府

1⽉2⽉収⼊減の時期にコロナの影響の打撃をうけることが⼼配。 ⼤阪府
1件の給付⾦を⽀援を早く出す事、マスク消毒液を配布する事（ただで）早く理容業でマスクや消毒液を⼿
に⼊らない事じたい、組合員に恥をかかすな

⼤阪府

1⼈1⼈がやるべき事をやれば…いいと思う。⼊店時に体温と消毒液と…。 富⼭県
1⼈暮らし84才の⼥性、1⼈でがんばって居ますが、健康問題が出てきました。いつまでつづくか？組合費
も払えなくなりそうです。
1対1の仕事です。はやくできるだけはやく理容師ワクチンせっしゅうよろしくおねがいしたいです。 三重県
1店ぽにマスク10枚などのむだでないえんじょが欲しい。 神奈川県
1店舗に対して100万円の給付をお願いします。 静岡県
1⽇も早くコロナウイルスが沈静化します様に、祈っています。空気伝染だから仕事が悪いです
1⽇も早く終息されること知恵早く組合に知らせてください。
1年中〜客待にエタノールをおいてありました、市販でなく組合のマークの⼊った物を配布か購⼊マスクも1
年中使⽤しています。チョキちゃんマークの⼊った、配布か購⼊させたら…？組合の⾊を前にもっと出す事
も…！

神奈川県

2017年5⽉総会での出来事です、与党の国会議員が来賓挨拶祝辞を述べられました、その中で話された内容
が今でも頭にのこっています。貴⽅たちは、理容師法、美容師法を現⾏のまま残して欲しいでしょ？と強い
表現で話されました、奇しくも10⽉は衆議院議員選挙でした。団塊の世代の私たち仲間も何か弱みでも握ら
れているような不快感を覚えました。昭和23年先輩たちが勝ち取った法律で現在営業が⽣業として⽣活が成
り⽴っているわけですが、2019年3⽉現在、理容店舗数119053（−1．6％）美容店舗数251140（1．4％）
で、国家試験受験者は散々たる今⽇です。専⾨学校の同窓会、地区の親睦会などで組合脱退の話題と跡継ぎ
の話題に、⼦供の代に組合脱退を仄めかす、後継ぎが美容の⽅向に舵を切っている等々話を伺うことが度々
あります。

神奈川県

2020年3⽉4⽉5⽉ころまでアルコール液、マスク⼿に⼊れるのに苦労しました。そんな時こそ組合の⼒で組
合員にいきわたる様にしてほしいと強く思いました。

神奈川県

2020年4⽉（春先）頃顔剃りを呼吸交換がとても近い為、禁⽌しました。連合会として組合員の安全を真険
に考えて欲しい。

東京都

2020年5⽉頃、エタノールの講⼊に困まりました。この⾮常時に全理連が、そうした事態の折アルコールの
1つも、あっせんできないでどうするんですか？困った時に動いてもらえないから。組合ばなれが進むんで
はないですか？

岡⼭県

2⽉ごろに消毒液が品切してこまりました。いち早く消毒液の供給してほしかったです。 徳島県
2⽉に岩⼿県でウイック研修会があるのですが、盛岡周辺でコロナがひろがっています。連合会として中⽌
してほしいです。

岩⼿県

30秒間洗う⽔道をひかなくてもいい⼿あらい器の導⼊があるとアルコールだけでなく⼿にもやさしいと思わ
れる。20lの⽔を⼊れておけばろ過してくり返しつかえる補助があればほしい。

三重県
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3⽉の緊急事態宣⾔で、東京都知事の⼩池さんは真っ先に理髪業を顔剃含むので、濃厚接触の業種として、
休業要請のリストに⼊れていたのに理事⻑始め役員が、⼤巨に⽣活に必要だからとリストから外してもらっ
た事を組合員へハガキで誇りにしていましたが、役員の⽅々はとも⾓理容店はリストに残してもらい要請の
⽀援⾦50万円を受け取りたいと思った⽅が多かったと思います。今後、⼈を濃厚接触する仕事ですので、時
間短縮など要請があった場合は、むしろ進んで受けて欲しいと思います。

東京都

3密にならないための室内環境の整備も重要、もしこれ以上感染拡⼤した場合休業は、理容業全体で出して
ほしい。県、市町村でばらつきがあったため。

愛知県

4．5⽉休業ようせいを出してほしかった。（対象から外れたため、保障もうけられず客は来ず！売り上げも
50％までは中途半ぱにへらず、100万の対象にもならなかった怒り！苦しいどうしてくれるのか！）国に対
して理容は安全とかアピールしてたが、世界を⾒ると理容業は休業があたり前だった。客とのきょりをとる
のはできるはずもなく、組合員の事を思っての対応とは思えなかった。危険を感じながら働く⾝になれ！栃
⽊県、特に4．5⽉の⼀番情報がほしい時に何もなかった。消毒、マスク何もおちついたころにマスク⼀箱も
らってもうれしくない。ネットのサイトも昔のまま。外の県のサイトを⾒るとよく更新されていた。

栃⽊県

4〜5年前は全国の組合数、各県の組合数、廃業・脱会の実態を⾏っていましたが、今は調査はしていないの
ですか。

茨城県

40〜50代の⽅が組合幹部になること。業会の変⾰に若⼿必要。 ⼤阪府
40代、50代がトップに⽴たないと組合は終ると思います。ハッキリ⾔って⽼害そのもの。このアンケート
だって意味が無いし、ネットを使えばもっと合理的にできると思う。すべてが20年遅れてると思うが…。→
気付いてないのが怖い

神奈川県

4⽉ぐらいに⼤森理事⻑からのハガキが無駄。そんなハガキはいらんねん。そんな⾦があるんやったら組合
費をへしらしてくれ。今は営業してても収⼊は減少してるだけ。それやったら休業要請されて協⼒⾦もらっ
ている⽅がどれだけ助かるか。理容業はコロナ感染リスク⾼い仕事です。ヒヤヒヤしながら仕事していま
す。☆今はお⾦にこまっています。

⼤阪府

4⽉に休業要請を却下されて、喜こんでいましたが、こちらとしては、売上は、減るは保償はないわで、⼤
変でした。

⼤阪府

4⽉に緊急事態宣⾔が出た時国に理容業を休業の要請から外すように⽂句を⾔う組合ではなく、率先して休
業して国に協⼒する組合であってほしかった。

千葉県

4⽉に⼤森理事⻑からの社会（⼈）を守る皆（理容）の⼒（ハガキ）が届いた時にはとても⼼強くなりまし
た。ありがとうございました。

新潟県

4⽉上旬、政府が理容業者に対し、⾃粛を求めた時に取った組合の対応はすごくよかった。 福岡県
50年も組合に⼊って来ましたがコロナ禍の件に関して、本当にガッカリです、何の対応もなく（2ヶ⽉組合
費なしだけ何の助けにもなりませんね、せめてコロナ禍が穏やかになるまで何か出来なかったのですか？こ
の状態組合から脱会致します。※50年×組合費＝※保健所うんぬんの洗脳※安床（やすい店）の阻⽌もしく
は対応

神奈川県

50年以上がんばって働いた⽅にお礼⾦（10000位）だせませんか。 秋⽥県
50年以上営業して毎⽉決っして安くない組合費を納めているのにこの度の様な未會有のコロナ禍で会員が困
難している状態なのに、せめて消毒剤やハンドウオッシュ当の配布が有してしかるべきと思うが、上層部の
⽅々にそんな考へは無かったのか？と組合員は何の為の組合か？と怒りをおぼえます。他⼈事と思わないで
いただきたい。

千葉県

5⽉のステイホーム時に理美容が営業⾃しゃくにならなかった。お客様との路離が近いのに営業をしていて
不安だった。初期の対応のおくれに納得がいかない。

栃⽊県

60〜70代の経営者が多い中、毎年ニューヘアを発表し各⽀部ごとに講習会を開いていますが、この世代の
⽅々に必要な事なのでしょうか？仮に技術を習得しても営業に役⽴っているとは思えません。若⼿の育成に
は必要でしょうけど、若い従業員をかかえている店がどの位あって、業界の何％を占めているのですか？そ
ろそろ講師の先⽣⽅技術の発信を考えていただけませんか？。

神奈川県

60才代から70代が多数を占める組合だが今後、廃業脱退者の増化、組合員の減少を⼼配する。 岡⼭県
70才を越えての組合員です。設問事項が少し難しいと思いますが。 神奈川県
70才以上の夫婦です、コロナコロナの⾔葉ばかりでお客様も少なくて困ってます。特続化給付⾦をいただけ
たので何とがやっております

愛知県
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70代後半から80化で1⼈で仕事してるものにすむだなポスターが多いような 島根県
74才で⼀⼈で店を守っていますが、若い⼈達がんばってステキな技術を持続していって下さい。元気だった
らいつまでも出来るうでですから

愛知県

78才後をする⼦もな⾃分の健康の続くかぎで、何かがあれば終となり体調、消毒ソーシャルディスタンス、
出来かぎりの事をしながら⼀と云った毎⽇です。

愛知県

79才と76才、後と何年仕事が出来るか。理容の仕事は⼤すきです。 埼⽟県
7⽉豪⾬⽔害被害の際は全理連からの、⾒舞⾦及び物資等本当に有り難うございました、被災店主みんな
で、組合員で良かったと励まし合って頑張っています。

熊本県

80才の組合員ですが頑張って仕事をしています。 兵庫県
80歳を過ぎております、迷惑をかけない様⽣きている処であります。 ⻑野県
81才になり1⼈ぐらしなので先きがみじかいです（⼥性） 千葉県
85才の⼈ですが組合に⼊ってから60年を過ぎ今も現役で組合のため頑張している1⼈です役員の⽅々は業界
の英地を働き下さい先は健康第⼀です

⿅児島県

87才現役でガンバッテ居ます。 愛知県
9⽉迄は普通であったが10⽉からがひどくなった。これからが⼤変だよ。 岐⾩県
COVIP−19も⼤変ですが、⼈⼝の減少、⾼齢化、組合員の減少。 千葉県
Go toに乗じ、理容店が安全であること、来店を促すことをもっと消費者に向けてアピールして欲しい。い
つも組合の消費者へのアピールはどこか組合の⾃⼰満⾜になっているように思う。もっと議論をし、⾒直し
を。（ポスターのデザイン等）

神奈川県

Go toバーバーのような消費者に混乱を招くような企画はするな！（ポスターの作成） ⼤阪府
GOTOイートなど飲⾷業のみに税⾦を使うのではなく、アパレル関係にも資⾦が回る様に働きかけて欲し
い。

静岡県

GOTOイートやトラベルなど、飲⾷や宿泊事業だけ税⾦を投⼊され、後押しされ、不公平感が強い。本来、
税は平等に使⽤されるべきではないのか？GOTOカットがあっても良いと思う。医療従事者とまでは思わな
いが、危険と隣合せの職業なのでもっと⽀援されるべきではないか。緊急事態宣⾔が再び出された時に売上
の保障を国へ交渉して欲しい。

埼⽟県

GOTOカットという政策⽀援があれば良いと思う。 富⼭県
Gotoキャンペーンでは、⼀部の⼈、業種の⼈達だけがおんけいを受けてますが、理容業界しても。Goto
barberのような制度をつくってもらえないでしょうか？

岩⼿県

GOTOの件ですがハズしが多くて困りました。 新潟県
Gotoバーバーについて、割引になるわけでもないGotoって…それにかかった資⾦がもったいない。組合費
返してと思うほど、腹が⽴った、「ふざけてるのか？」と思った。誰この思いつきなんだろうか？あやまっ
てほしい。

群⾺県

GOTOバーバーの意味がよくわかりませんでした。 埼⽟県
GOTOバーバーは、やめてほしかったポスター⾒た時情けなくて、涙が出ました 神奈川県
Gotoバーバーはお客様に何のメリットが無い 福井県
GOTOバーバーポスターでなく、「ガンバレ⽇本」「医療從事者に感謝」の世論に対してのポスターを！ 神奈川県
GOTOバーバーを考える 静岡県
ICT化を進めて下さい 岡⼭県
OKマークはかざしてあるが対外的にアピールお願いします。
OKマーク取得のアピールを全国的にしてほしい。
P．C．R検査を⾏い営業店は“陰性”を前⾯に出す事が、店舗の在り⽅では？とにもかくにもP．C．R検査と
思います。是⾮厚⽣労働省に働きかけを！

兵庫県

PCLの無料検査（連合会ふたんが助成）組合員、従業員の実施。 岡⼭県
PCR、検査キの無料配信、ワクチン投与まで待てない。 茨城県
PCRでも抗体検査でも保健所で安くできるようにしてほしい。（昔しやっていた結核検査のように） 東京都
PCR検査およびワクチン接種に対する組合員への助成。 ⿃取県
PCR検査で無症状の感染者をみつけるしか感染者を減らす⽅法はないと思う。 愛知県
PCR検査などの実施。 神奈川県
PCR検査の半額負担等があったらと思います。 福岡県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

PCR検査への助成⾦。 栃⽊県
PCR等の検査。 栃⽊県
PCR保険適⽤全国で声をあげよう。 北海道
PRおよび安全のアピールをせんでしてほしい。
QBハウスが接客時間が短かく顔剃り、シャンプーがないので安全ですと⼤きなポスターをはっていたのが
かなり影響があるのかと思いました。

⼤阪府

S38年に開業して、平成5年と主⼈を亡くしてから今⽇迄⼀⼈でやって来ましたので本年80才になり、コロ
ナの事もあり廃業を考えています。理容の発展をお祈致します。

愛知県

SDGSの解決策が、光触媒にはありますので、『光触媒のすべて』という本から組合へ必要な知識をばっす
いして頂きたい。

静岡県

Sマークと保健所を⼀本化してほしい。 ⻑野県
Sマークのアピール（メディア、紙⾯など） ⻑野県
Sマークのコロナ⽤の⼯夫。 ⾼知県
Sマークの冊⼦等の印刷物は全く使いようがなく、無駄なのでもうやめて頂きたい。 栃⽊県
Sマークはむだ。 岐⾩県
Sマーク加⼊⾦の件でも。感じるが同じ意味や内容をうたいながら組合費、とは別にお⾦を集めたりせず必
要な物を必要は地域にじんそくに配布するしくみが必要と思う

茨城県

Sマーク加⼊者が有利等と⾔って⽇本政策⾦融公庫の貸付ですがたまたま借⼊していたりすると貸付はでき
ないようですが組合に加⼊してても何もメリットもないですね。

⼭形県

Sマーク会員に⾝体障害利⽤客には（特に⽪フに接する）刃物（カミソリ使⽤）には、技術的には⼼酸など
神経的には気を使う仕事ですので我々理容組合店に保険証などで客数を増やしたらどうですか？

神奈川県

Sマーク店は、安全ですという、ポスター、チラシ、コマーシャル。 佐賀県
T．V．で⾒た美容室ですが、施術中に⾷事が可能とのこと。「ありえない！」と思いました。 福島県
TV・コマーシャルを⼤々的にして欲しい。（理容店の安全、安⼼、かっこよさetc．） ⻘森県
TVの安全宣伝。 ⻑野県
TVを利⽤して安全をPRしてほしい。 兵庫県
Web会議や配布資料、広報をメールで送るなどの検討。その為に全店にタブレット⽀給。 島根県
ZOOMでのセミナー開催など有り難いです。今後も増やして頂きたいです。 兵庫県
Zoomなどのリモート会議ソフト・アプリの使い⽅を組合員に広めてほしいです。組合や研究会の会議・講
習等には、今後必要不可⽋になってくると思われますが、地⽅であればあるほど、年配になればなるほど
（仕⽅ないことかもしれませんが）消極的な⽅が多く、運営に⾏き詰まることもあると思います。

福島県

ZOOMなどをつかったオンラインセミナーを開催してほしい。（コロナ対策、新営業について） 北海道
ZOOMなどをつかったオンラインセミナーを開催してほしい。（技術講習会） 北海道
アイデアを出し合いながら⾃⾝の⾝は⾃分で守るよう⼼がけて⾏きたいと思っています。 佐賀県
アイロンパーマのセミナーの開催 ⼤阪府
アウトサイダー（低料⾦店）組合離れ者が多い現在組合員ならではの、利点・組合の存在感をアピールして
ください。

岐⾩県

アウトサイダーの違いをアピールしてほしい。 福岡県
アウトサイダー対策の●実。組合としての指導⼒。 ⼤阪府
アウトサイダー店の監視強化、（組合以外でコロナ発⽣しても理容、美容に影響） 北海道
アウトの店が多いのでやっていけない。
アウトの店を助けてるだけ。 愛知県
アウト対策、若い⼈の組合離れを防ぐ対策 愛知県
アウト店との差を⽰す為にCM（チョキちゃん）をTVで流して下さい。 福岡県
アウト店との差を世間に知らしめる⽅策、例えば、全理連所属である旨をPR強⼒に世間にインパクトを植
付けさせる組合員店頭へ看板を設置「全国理容組合員信頼の店」とか「厚⽣労働⼤⾂認可の理容店」など

愛知県

アウト店についての対応が難しくなっている（例、料⾦） 愛知県
アゴマスクを多めに使ってみたい。 北海道
あてにしていない。県組合もなってない。理事⻑が悪い 熊本県
アドバイスを具体的にする。 千葉県
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あなたがたはいったい何をやっている⼈々なのですか？政治的な働きかけで、もっと業界、全体と活性化す
る⽅法を考えて下さい。全てにおいて美容界に遅れをとっている。負けている。

茨城県

アピール有りがとうございます。 愛知県
アフターコロナ後の新基準の予測、店舗の規格や換気システム、法改正をみこして。 北海道
アフターコロナ時に、全国の理容組合加盟店の安全PRをメディアで⼤きく⾏ってほしい。 福井県
アベのマスクにならない様 北海道
アベノマスクやGoToトラベル等、国の⾺⿅げた政策はしないで！ 岐⾩県
あまりコロナ、コロナと⾔いすぎです。お客様を、怖がらせないように、したいです。
あまりに、ポスター、ステッカーその他配布が多すぎます。はっきり⾔わせてもらえばあのマスク付フェイ
スシールドは何の役にもたちません。もう少し組合員が納得できる物を配布して下さい。⼜、組合加⼊のた
めのものは、あまりにはずかしくて渡せません。うすぺらのハンカチからはじまって・・・。⼀考お願いし
ます。

神奈川県

あまり期待していない。 島根県
あまり期待していません。このままどうぞ。 千葉県
あまり細かいステッカーはいらない！⼀度組合費が減額されたのが助かりました。 ⼭形県
あまり実⾏性のある⾏動がなかったのは残念です 群⾺県
あまり神経質にならない、リラックスして頂くこと。 神奈川県
あまり必要でないものにお⾦を使ってほしくない。 ⼤阪府
ありがとうございます（⼤変ですね！） 岩⼿県
ありがとうございます。 神奈川県
あるいは3ヶ⽉は無料にするとか 新潟県
アルコール、マスクがひじょうに⾜りない時、何の約にもたたなかった。政治費がふくまれてるから、政治
家に話通してくれとたのんだが無理やった。何のための政治費なのか？

京都府

アルコール、マスク等できれば配布してほしい。 ⾹川県
アルコールの購⼊が早く良かった！！ 岩⼿県
アルコールの消毒等、⼀般的な事を努⼒してみる事 ⻑崎県
アルコールや消毒液など供給していただけたら。 宮城県
アルコール液等の無料配付。 福島県
アルコール消毒液は⼗分に出まわっているのに今までどうりに逆性せっけんが買えません。情報がほしいで
す。

宮城県

ある⼀定のレベルがなければ、組合に加盟出来ないくらいのレベルの⾼い理容業界になってほしい。 兵庫県
ある施設では毎⽉2回、組合で当番制で営業に⾏っていて良好な関係だったのですが、どこかはわかりませ
んが、1⼈か2⼈で特定の⼈が⾏っているということが年末にわかりました。（その施設は私⽴経営で多数の
施設を持っているので）仕⽅ないなと思いましたが。この様にコロナ後は本当に⾊々と営業が変化すると思
います。何とか⾚字にならないようにがんばります。

⻑野県

アンケート→集計→結果報告の先に何があるのか期待します。 岩⼿県
アンケートが遅い。半年前にやっておくべきだった。 宮城県
アンケートのしめきり等にもう少しよゆうがほしい。 静岡県
アンケートのタイミングがおそ過ぎる今から対さくではおそすぎる！ ⼤阪府
アンケートばかり、取っても、組合員さん⽅の声は拾う事は、できません。 群⾺県
アンケートばかりで、書くだけで⼿間、それも個⼈的な、給付⾦をうけたかなんてあつめにくる⼈に知れた
くないことまで書きたくない

三重県

アンケートもネットなどを使い集計したほうが楽だと思います ⼭⼝県
アンケートも良いが、具体的な対策を標してほしい。 福島県
アンケートやガイドラインがわかりにくい所がある。 宮崎県
アンケートをとるより、組合費から消毒液の配布などしてくれた⽅がありがたいです。 ⼭形県
アンケートをやる事が？ 神奈川県
アンケート調査に国の税⾦を使うのどうなのか？ITやネットを使えばそんなにお⾦かからないと思う。｛ア
ンケート調査くらいスマホでできるやろ。

⼤阪府

アンケート⽤紙を封筒に⼊るサイズにする気配りが欲しいです。 ⻑野県
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イス2台、かぎられたスペースで考え、換気、加湿を⾏なっていますが、現常のスペースでの感染防⽌策の
アイデアを…！

⻑崎県

いちばん感染しやすいと思うが世の中では、あまりさわがれていない。 栃⽊県
いち早く、コロナ対策のポスター、ステッカーの配布が役に⽴ちました。 和歌⼭県
いつ、どこで、コロナが出たか？もう少し詳しい情報が欲しいですね。 群⾺県
いつコロナウイルスに感染するのか、毎⽇が不安ですが、お客様の為に頑張りたいと思います。 ⻑崎県
いっしょうけんめいにやっていると思いますがマスク、マスクカバー等来るのがおそい。 東京都
いっそシェービングなしで⼜⾏う⽅がいいのかな？（4〜5⽉）は実⾏してたのですか現在はシェービング
⾏ってます。皆様の御意⾒が聞きたいです。

福島県

いつまで、がまんしたら元に戻れるのか？神経⾯の限界が、いつ、くるか？今年、来年、10年後？ 北海道
いつまでも古い考えを捨てて、早く理容と美容を合体してほしい（時代も変化し、客も若い理容師も望んで
いる）

兵庫県

いつも、ありがとうございます。 ⻘森県
いつもありがたいと思っています、消毒液がたすかりました。 千葉県
いつもありがとうございます 奈良県
いつもありがとうございます 佐賀県
いつもありがとうございます 静岡県
いつもありがとうございます ⼤阪府
いつもありがとうございます！ 福井県
いつもありがとうございます。 福岡県
いつもありがとうございます。 埼⽟県
いつもありがとうございます。 新潟県
いつもありがとうございます。 兵庫県
いつもありがとうございます。 ⻑崎県
いつもありがとうございます。 三重県
いつもありがとうございます。コロナに負けずがんばりましょう。 北海道
いつもありがとうございます。頑張りましょう。 栃⽊県
いつもお御世話になってます。 ⼤阪府
いつもお世話となっていますありがとうございます。 兵庫県
いつもお世話になっています。ありがとうございます。 愛知県
いつもお世話になっております。皆様も本当に⼤変な時期と存じます。共に今を乗り越えましょう！。 広島県
いつもお世話になってます。 三重県
いつもお世話になってます。ありがとうございます！ 広島県
いつもお世話になり感謝しかありません。 ⽯川県
いつもお世話様です。組合員1⼈ス⼈が細かく注意していればやがておさまってくると思いますが最近特に
⾝近に感じられます。

宮城県

いつもお世話様になります。 福島県
いつもお忙しい中ありがとうございます。 埼⽟県
いつもごくろうさん。 ⻘森県
いつもご苦労様です 兵庫県
いつもご苦労様です。 埼⽟県
いつもご苦労様です。体調に気を付け、お互いに頑張りましょう。 ⼭⼝県
いつもわれわれの組合の為、ご努⼒して頂き有難度う御座居ます 兵庫県
いつも何かと、ありがとうございます。 千葉県
いつも活⽤させていただいてます 神奈川県
いつも感謝しております。ありがとうございました。 佐賀県
いつも御●様でアリガトウございます。 宮城県
いつも御苦労様です。 兵庫県
いつも私たちの事を考えていただき感謝しております。 宮城県
いつも私達の事を考えられていてありがたいです。 広島県

7



問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

いつも⾊々と組合員の爲につくして下さっている事を感謝しています。 愛知県
いつも組合員に配慮して貰いありがとうございます。今後とも宜しくお願いします。 ⼤阪府
いつも組合員の事を考え、発信していると思います。頭が下がります。 千葉県
いつも多⼤なるご⽀援をいただきありがとうございます。今後もよろしくお願い致します。 北海道
いつも多様な、情報ありがとうございます。 宮崎県
いつも⼤変、いっしょうけんめい。活動して頂いて感謝しております。引き続き営業回復に向けて良い対策
を練って下さい。連合会がたよりですので、よろしくお願いします。それから、ワイドショーなどで頑張っ
ている様⼦として無料でさつえいしてもらってはすごく良いソーシャルデスタンスを保って消毒して、営業
をしているという所をとりあげてもらって。安⼼してとこやさんに来て下さいと、アピールしてもいいので
は…。全国理容組合加⼊の⇔理容室が

新潟県

いつも⼤変お世話になっています。⼀個⼈の⼩⼈数でやっている理髪店は、⼤変なおもいで仕事をしていま
す。コロナ対策以外に、⾦銭⾯も助けてほしいです。

岡⼭県

いつも熱⼼に動いて頂いて感謝しております。 福岡県
いつも有難く思って居ます
いつも理容業がスムーズに営業させて頂けるのも、連合会の皆様⽅の御尽⼒の賜物です、ありがとうござい
ます！！

愛知県

いまだに保守的な所がある様な感じがします。 北海道
いまは、じっとたえる時、アフターコロナ時にサポートよろしくお願いします。 秋⽥県
いみがない。 新潟県
イメージup、若がえり 東京都
いらない経費はおさえて、激励のハガキを出すなどいらないものは、おさえてほしい！理楽TIMESを出すく
らいなら、組合費を上げて組合員でいられるようにしてほしい！

岐⾩県

いろいろアドバイスとかしてもらってありがたいです 佐賀県
いろいろとご苦労様です。 福岡県
いろいろとしていただけているので特にありません。 滋賀県
いろいろなアイディアを出し実⾏して下さりありがとうございます。 新潟県
いろいろな団体や組織から同じ様な配布物が多く、⽀部になると配布する⼿間が⼤変です。 千葉県
いろいろやっていただきありがとうございます。
いろいろ消毒等の出費が多くなっている。 愛知県
いろいろ情報を発信して頂いて、ありがたいと思う。濃度の⼗分な消毒液が⼿に⼊りずらいので、供給して
もらえると助かります。

静岡県

いろいろ⼼づかいをして頂いていると思います。 愛知県
いろいろ変えているが今後収⼊が減少し、持続化給付⾦を組合が動いてほしいと思う。
いろんなアイディアが出たら、たくさん教えて下さい。地⽅は、これからが⼤変になると思います。 熊本県
いろんな対策情報をいただきたい。 三重県
いろんな⾯でよくがんばって下さっていると思います。 神奈川県
インターネットパソコンの出来ない⼈の⽅法。 京都府
インバウンドの効果回復は⾒込めないので、対象を国内に向けていくべきと思います。 ⻑野県
インバウンドはしばらくムリ、あきらめてほしい。 福島県
インバウンドを客に向える⽮先にコロナ、⽇本の今までのお客様に⼯夫をこらす技術 ⼤阪府
ウイルス除去が99．8％除去出来ると⾔われる空気清浄機を団体購⼊で単価が安くなるとお客様、従業者が
安⼼出来る。国産で清浄機の信頼性も知りたい。

東京都

うがい、⼿洗、体温をいつもはかっておきたい。 ⼤分県
うちの業界でクラスターが出ると正に終わってしまうと思い営業していますが、これからも出さないように
指導、喚起をお願いします。

千葉県

エイズ問題対策時からコロナの今回迄、予測不可の中⼤変な御苦労と感謝しております。
エタノールがほしい。 福岡県
エタノールなど消毒液を配布してほしい 埼⽟県
エタノールの確保、現在も⼿に⼊りにくい。 神奈川県
エタノール消毒液が確保が困難＋あっても⾼い。 愛媛県

8



問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

オーナーの年代によって全理連に対しての温度差があるのでその辺を考えてもらいたい。 福岡県
オールハンドメイドの技術なのに安売りしすぎ。物価や価値は上がってるのに…。 東京都
おつかれ様です。 福岡県
おもいっきりがんばってください 栃⽊県
おもしろいユーチューブをあげてみれば。 ⿅児島県
オリンピック開催の時は、理容室も開設すると思いますので、⼗分にお気をつけ頑張って下さい 岩⼿県
オンライン（デジタル）の組合員と云う新しい会員はできないものでしょうか。 兵庫県
お顔そりのガイドラインを作ってほしい。⾃分の市でどのくらい発⽣したら、お顔そりを検討して下さい。
とか。

京都府

お顔剃りののぼりはいかがでしょうか。 宮城県
お気遣いをお礼申し上げます。 ⻑野県
お客さまやサロンを守る為にもガイドライン順守が⼤切です。感染防⽌に向けてセミナーを再度⾏って欲し
い。

福井県

お客さんが少なくても来て下さるお客さんを⼤切にしている、理容連合会も頑張って下さい。
お客さんに向けて理容業界の感染防⽌の取り組みをアピール 新潟県
お客さんに対して呼びかけるポスターが欲しい。県外から帰省してくる⼈や、来店するお客さんに注意を呼
びかけるもの、なかなか⾯と向かっては⾔いずらいので。

⻑野県

お客さんの減少、売上の減少がありながらもがんばっていますが毎⽉の組合費でも、そこそこキツイ時があ
る組合費の減免をもう少し検討して頂きたい

福井県

お客さんへ当店の衛⽣管理の良さを感じて頂けるアピールで安⼼してもらえる発信があれば良い。（今まで
のステーカー等）

⻑野県

お客様・店主・スタッフのコロナ感染予防の為、カットは出来るが、シェービングは、マスクをはずすの
で、しばらくは、メニューを、考えたら良いかと思っています。

福島県

お客様が、かんちがいします。国の政策と連動する事を期待します 埼⽟県
お客様が、しゃべらないや消毒の協⼒をしてくれなくて困ってます。どうすれば協⼒してもらえるのか分か
らないです。（⼀部ですが）

富⼭県

お客様カット時のマスクの安価販売を！！せめてカット時にヒモなしマスクの作成をお願いします。個店で
は出来ないので。

神奈川県

お客様からどの様にしてコロナ感染したかの情報が知りたい。
お客様が接する器具、設備等の安全で確定（適切）な消毒⽅法を教えてほしい。 静岡県
お客様が早くもどって来られることを願う 富⼭県
お客様が第1なのですが、売上がなくなるのはすごく痛いです。どうにかなりませんか？借りると返さない
といけないのでそれもつらいです。こんな⽥舎なのにえいきょうがあるとは思ってなかったのであせってま
す。

岡⼭県

お客様との信頼が⼀番だと思います。 愛知県
お客様と対⾯し、仕事をしているので、マスクがとても必要なので、マスクが頂けたらありがたいと思いま
す。

栃⽊県

お客様に、安⼼してもらえる、衛⽣講習修了証の配布も役に⽴っています。 和歌⼭県
お客様によって、⼤声でしゃべり続ける⼈など、感染を気にしない⽅もいる。怖いと思う時がある。 宮城県
お客様に喜んで頂いて居ます。 京都府
お客様に計らいを得る様につとめましょう。 千葉県
お客様に対しての感染防⽌には精いっぱい務めている。 ⼭⼝県
お客様に対して注意してもらいたい事を組合がポスターなどで指⽰してほしい、個⼈レベルでは、反感をも
たれる事もあり、上からの明確な指⽰という形の⽅が受け⼊れられやすいと思います。

⾹川県

お客様に対するお願い事は、（注意事項）今後も分かりやすいポスターなどの配布をお願いします。個⼈が
アピールするより助かります。

広島県

お客様に理解してもらえるか ⼤分県
お客様の1回1回の周期が⻑くなっているので、「GOTO」などを活⽤させて頂きたい。 福岡県
お客様のカットのサイクルが⻑くなっているので、補助⾦でも出してもっと早く来店するように補助⾦を出
してほしい。

千葉県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

お客様の安⼼を勝ち取るには、消毒は当り前なので、PCR検査を受けやすく国に働きかけて下さい。 福島県

お客様の声（⼦供さんが、おとうさん床屋さに⾏ったらマスクをはづしたらダメだと⾔う声をききました） 愛知県

お客様は、髪を切りたがってます。安⼼して来店していただくようにPRをお願いします。 茨城県
お客様は⾼齢者の⽅が多いので家族の⽅が理容に⾏くのに神経質に成っている。 愛知県
お客様へのお願い（協⼒）のポスターや、周知をしてほしい。→ 北海道
お客様への安全アピール（テレビCMなど） 岡⼭県
お客様への安全アピールを組合からもしてほしい。 栃⽊県
お客様への感染防⽌対策のためのサロン内でのマナーのポスター等、イラストつきであったらよかった。
「理容師になろう」ポスターを作ってみては、いかがでしょう。サロンに、中学校に・⾼校⽤に、サロンが
対策しているのは、あたりまえだから。ニューヘアーや、「GoTo Barber」のヘアスタイル（理・美容
誌）メインのポスターなどをファッション誌よりお客様の雰囲気重視に変えてほしい。

福岡県

お客様へ対してのPR活動の不⾜についてですが、⼈と⼈が接する機会が減りステイホームの中、散髪のタ
イミングが⻑くなり、売上が落ち込むこともあると思います。祭りや、⾏事、旅⾏も中⽌で外に出ないと髪
ものばしがちな⽅も多くいます。季節ごと、正⽉、盆を⼤切にしたりする⼈もただの⻑期休みとして考える
⽅もいてそのような⽅々に⾝だしなみをととのえるようなPRが全理連でしてもらえたらと考えます。

⻑野県

お客様も減り⽣活も楽では無く困ります。
お客様も年とって⾏くし、病気にもなるので少なくなって⾏く⽇々です！ 三重県
お客様を守る？まるで他⼈事！。 三重県
お客様を守るのは、営業する者、施術するものはあたりまえです。そして⾃分⾃⾝をし守るのは⾃分です
が、私達を守ってくれるのは組合、国、だとも思っています。

茨城県

お客様第1、個理容店第2、組合第3番⽬、順番がまちがっている⾏事は、無くしていく。 ⾹川県
お客様⽤の⽿にかけないマスクがほしい。 宮城県
お⾦（組合費）の使い道を考えてほしい、ムダが多すぎる。 新潟県
お⾦コインは消毒・お札は180°のアイロンで伸ばしています ⼤阪府
お⾦の使い⽅、かけ⽅を考えてほしいです。理事運営費や役員報酬など。 福岡県
お⾦の⽀えん 岐⾩県
お⾦は借りれるが、返せる余裕がない！ ⻘森県
お⾦をかけて⾏っている⾏事を考えなおさないと、組合脱退がとまりませんよ！！ 神奈川県
お互いに気をつける事、ガンバリましょう！ 愛知県
お祝ごとがなくて、うりあげがなくてこまっています。 ⻑崎県
お⾝体に気をつけて、がんばって、下さい。 静岡県
お世話になってます…がんばりましょうファイト 福島県
お世話になります 栃⽊県
お世話になります 岡⼭県
お知らせが遅いことが多いです。早く、いろんな講習に参加できる事を願っています。 千葉県
お店がコロナ感染した場合の休業・消毒・営業といった⼀例をおしえてほしい。
お店に、掲⽰できる、ポスターや、ガイドライン、お客様に、アピールできる形で、ポスターを作って欲し
い。掲⽰したい

千葉県

お年よりに、消毒や⼿洗いはもちろんだけど、話聞いて上げ少しでもサロンで気持をらくにしたい。（笑顔
が⼀番で役⽬をはたしたい。）

埼⽟県

お年寄りがいままで通りにきてくれない。「理美容は安全」を、メディア等でやってほしい。（間かくをあ
けている）

栃⽊県

お疲れ様です。頑張って下さい。 ⼭⼝県
お役員さんだけの運営に傾かず（たよらず）全国の理容店でユニーク（組合店）経営店舗の発⾒と理容師の
価値向上を⽬指して共に助け合いたいです。

滋賀県

ガイドラインセミナーのDVD、⼤変勉強に成りました。 栃⽊県
ガイドラインセミナーのステッカーは経費のムダ。連合会全体の取組はムダが多い。 新潟県
ガイドラインチェックシートなど、⾼齢の組合員にはわかりづらく難しいらしく本⼈（事業主）は読まず書
かずに従業員（専従者・娘）におまかせでした…

群⾺県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

ガイドラインチェックシートをもっと簡単に！！複雑すぎる。年配者が多いからわかり易く！！ 神奈川県
ガイドラインの周知などありがとうございます。 ⻑崎県
ガイドラインの動画などを作成し消費者にPRしてほしい。 岩⼿県
ガイドラインはおそすぎた。 奈良県
ガイドラインを策定していただき、ポスター・ステッカーはお客様が⽬に⾒える安⼼感で、感謝していま
す。ありがとうございました。

群⾺県

ガイドラインを遵守しても不可抗⼒で理容師がコロナ感染する場合はありえる。コロナ感染後の店の対応、
スタッフ、従業員の対応等も、しっかり勉強した⽅が良いのでは？。

福島県

ガイドライン順守の巡回指導は、指導センターか保健所、⼜は指導を受けた専⾨家指導員と名のれる⽅が⾏
うべきです。

秋⽥県

かぜ熱か、コロナ熱か、スタッフはわかりませんので、熱のあるお客様には勇気を持って再来店をお願いし
ます。

佐賀県

カットオンリー店の差をアピールするチャンス！ 東京都
カットする時お客⽤のマスクを組合員に配付して頂きたい。 岐⾩県
カットは、理容店へ。 神奈川県
カット割引券など（キャンペーンやインベント） 京都府
がまんがまんといってはいられないことになりそうな今⽇このごろです。 三重県
がんばっていきましょう 三重県
がんばっていると思います。 佐賀県
がんばってのり越えましょう。 埼⽟県
がんばって下さい 岐⾩県
ガンバッテ下さい 兵庫県
がんばって下さい 三重県
がんばって下さい！！ 東京都
ガンバッテ下さい。 千葉県
ガンバッて下さい。 新潟県
ガンバッテ下さいお願い致します！ 滋賀県
ガンバッテ⾏きましょう 宮城県
がんばって⾏きましょう！ 神奈川県
ガンバリましょう 兵庫県
がんばりましょう。
がんばりましょう。 ⾼知県
がんばるしかない
ガンバルシカナシ ⻘森県
がんばれ ⻑野県
ガンバレ！ ⻘森県
ガンバレ。
きちっとしたガイドライン 東京都
きびしいです。 三重県
キャッシュレス推進やコロナ対策⽤品の配布などすばらしいと思います。個⼈では時流が読めないので指針
を⽰してもらえるのは助かります。今後の指針も⼒強く⽰して頂きたいです。ネット予約への対応などが望
ましいかと考えています。

奈良県

キャンペーン等、⾮常に効果がある。 新潟県
キュビックの様な営業に⼿段を取らない組合を不思議に思う。公取と⽣き合い法整備をする様にむつかしい
事であれば組合員に状況説明が有っても良いのではありませんか
きりふきの消毒液が配布してほしい 三重県
くじけずに頑張れ！！ ⿅児島県
クラスターが発⽣した理容店・美容室がどのような間取りで、設備で（換気せんなど） 埼⽟県
クラスターも出さないで頑張っている者に対しての⽀援もあってもいいのではないでしょうか！！ 滋賀県
クラスターを出さない事、個⼈でうつらない、うつさないを努⼒します。 広島県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

グレーゾーンの業種であるため、⽀援がほとんどない。ダメージを受け続けていることを連合会から国に
うったえてほしい。

熊本県

グローバルの流れでは、もはやユニオンの時代ではない。 ⼤阪府
ケア理容師の資格を⼗分に使えないのは、訪問に特化した業者に個⼈店での施設への参⼊はむずかしい 埼⽟県
ケア理容師をとったおかげで出張を15年内継続、3施設、これからもガンバル72才
ケイゾクハ・チカラナリオ、ワスレズニ・サイゴノサイゴマデガンバリマース。 京都府
こういう事か続いたら組合をやめます！ 佐賀県
こういう時に組合に⼊っているメリットを⽰して欲しい。組合費だけ取られて、何もしてもらえない。セミ
ナーでお客様は戻ってこない！こんな事にお⾦を使うなら組合員に配ったらどうか。
こういう時ほど、私達がお客様へ元気を与える「仕事」を。 ⼤阪府
こういう状況下こそ、「組合に⼊ってて良かった」「組合に⼊っておけばよかった」と思わせるチャンスだ
と考えますよ。組合費を減額するとかではなく、もっと⽣きたお⾦の使い⽅ができたのでは。

奈良県

こういう難しい問題・話・政治絡みの時ほど組合事務員にがんばって欲しい。 兵庫県
こういた緊急の時だからこそ、組合の意味が問われる脱退が多い中、こういったときに早急に対応すべき、
マスク消毒の確保、資⾦、補助⾦の申請⽅法など情報提供をてっていすべき

岡⼭県

こう⾔う緊急事態には協⼒給付⾦を願いします。 静岡県
こう⾔う時、1000カットと違う所を⾒せてほしいです。 ⼭⼝県
ごくろうさまです。 神奈川県
ごくろうさまです。 宮城県

ここ2〜3年⽣コロナの終息はないと思うので、理容業を続けていく為の最適の⽅法を常に教えて欲しいお客
様は必ず髪をカットするので理容店を信頼しているわけですから、これからもルールを守って頑張ります！

福井県

ここに書いた事で何かが変わると思えるような会でありつづけて下さい！そうであってほしいです。 神奈川県
ここまでの感染の広がりにシェービング時の対応がむずかしい。公衆衛⽣のかん点から、完全なマスク着⽤
は必須と考えるので、連合として、ポスターなりプリントなりが貼れると良いと思う。

⼤分県

こじつけとしか思えない理容遺産の登録で⼤事なお⾦を使うべきではない。釈迦の弟⼦が理容師なわけがな
い。アホか。

京都府

この1⽉の売上の⽅が50％以上減少している。今現在の⽅がよほど厳しい。 東京都
この1年内は出費（組合）がないと思うので考えて下さい！！ ⼭⼝県
このアンケートで良い⽅法を取って下さい。 群⾺県
このアンケートの集計報告は必ず発表して下さい。 和歌⼭県
このアンケートは、なぜ下がっている、困っているが前提なのか、全理連にたよらなくても⼤丈夫。 神奈川県
このアンケートは何に反映させるのか？事業をやったとの⾃⼰満⾜ならやめてほしい。 福島県
このアンケートも有⽤なのかは疑問が残ります 神奈川県
このアンケートや前に届いた⼤森理事⻑からのハガキ等は、郵送代の無駄だと思いますので、その分やそれ
以上の⾦額を各都道府県の組合へ還元していただきたい。このアンケートも各組合で回収して、まとめて
送った⽅が良かったと思います。

滋賀県

このアンケート⾃体？必要なの？
このアンケート調査に15140000円も使っていることにおどろいた 富⼭県
このアンケート⽤紙と封筒のバランスがおかしいです。普通に⼊りません！ 栃⽊県
このアンケート⽤紙のサイズと封筒のサイズとのかみ合わなさ等、「ズレてるな」と思わざるおえない所が
多い気がする。

神奈川県

このコロナ禍をどう⽴ち向かえば良いか具体的に⽬安が欲しい。 群⾺県
このコロナ過で、理事会を招集している現状をみたとき常識的に考えて残念。各都道府県の床屋さんの代表
を集めなくても、他の⽅法があるのでは。実際にリモートでの会議等もできるはず。連合会内の諸問題よ
り、感染拡⼤防⽌を優先して下さい。お願いします。

福岡県

このコロナ感染症をのりこえて、平穏な⽇常に戻れるよう頑張りましょう。 栃⽊県
このままだと理容業界がなくなると思います。 ⼤分県
このままでいます。 北海道
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

このままではマジメに⽣活が⽴ち⾏かなくなる。早急に「理容店は⼤丈夫」とのPRをするべき。顧客本⼈
以外に、家族や配偶者から⽌められている可能性が⼤きい。具体的なメッセージを発信するべき。

静岡県

このままでは組合はなくなる。
このままでは組合員減りますよ。 奈良県
このままの組合では、⼊る⼈が減り、抜ける⼈の⽅が多くなると思います。何のメリットも感じないし、お
⾦だけとられている現状！！

茨城県

このまま感染拡⼤が進んで⾏くと、これからの先⾏きがとても⼼配です。 和歌⼭県
このようなアンケートは⾮常にムダ！経費のムダ！ 秋⽥県
このような機会の場をもうけて下さり感謝致します。組合員が少なくなる中、組合に⼊っているメリットっ
て何かあるのかな。と考えた時、何も思い浮かばないこの現状を、ただ名を連れてばかりの多くの役員様た
ちもよく考えて、組合連合をよくしてもらいたいです。・たとえば組合に⼊っていると…「税制Ⅰのメリッ
トがある」「健康保険の理容師専⽤の待遇措置」等など。

千葉県

このような現実となり対策、いろんな⼯夫をしていただいている事に感謝申し上げます。 佐賀県
このような時こそ、組合員でよかったと思えるようにしてほしい。 静岡県
このような時に経営的な事も各店に⾃⼒を求めるのではなく、組合からのサポートがもっともっと必要だと
思います。コロナ禍が⼀年も経過する頃にこのようなアンケートとは対応が遅すぎませんか？

静岡県

このような⼤変な時期に細かい⼼使いに有難く本当に感謝しています。 ⻑野県
この時こそしっかりやって⾏きましょう。 新潟県
この時期で⼀番⼤切だと思います。中央会のコロナにたいする、向き⽅で全国の組合にたてして信頼のおけ
る、理容業と思われるのではないでしょうか。

秋⽥県

この時代だからこそ逆に組合費のめんじょとか考えてほしい。 徳島県
この状況下でも活躍できる仕事だと若年層にアピールして下さい。 神奈川県
この状況下で資⾦の借り⼊れすることに躊躇してしまう。 岐⾩県
この状態を乗り切る対策を、どしどし発信して下さい。 富⼭県
この前からアンケートばかり出されていますが、結果報告、統計などは⼀般に出さないのですか？ 兵庫県
この⼤変な時代、なんとか全国の⽅々、この時代を皆さんで乗りきっていきましょう！！ 千葉県
この調査をしてくれた事に感謝します。ありがとうございました。 ⼭⼝県
この様なアンケートを実施して、その結果を集約して、どの様に対処していくつもりですか。 神奈川県
この様なアンケートを取ってなにかにつなげてくれるのか。 三重県
この様な事は始めてなどで組合員の皆さんも⼤変だと思います 京都府
この様な時に組合が団結して組合員でよかったと思える事をやってもらえたらうれしい。 ⼤分県
この様な時代を迎えようとは想像も出来ませんでしたが、理容組合があるからこそ、安⼼安全について⾊々
なサービスをして頂いていることは感謝です。

広島県

こまやかな配慮ありがとうございます。 佐賀県
ごめんなさい、今は、パニックで何にもわかりません。 ⾹川県
これからの経営回復に向けての⽀援願 栃⽊県
これからの若い⼈達の⽣活が安定するような業界であってほしい。 宮城県
これからは、はやめの対策をしてほしい。 栃⽊県
これからも、いままでどうり、頑張ってください。 ⼤阪府
これからも、コロナは、おさまらないと思うので⽀援お願いします。 福井県
これからも、コロナポスター、ステッカーなどお願いします。 北海道
これからも、組合員、理容師を守る取り組みを、宜しくお願い致します。 神奈川県
これからも、組合員の為に、ご協⼒おねがいします。 愛知県
これからも、組合員の⽅々の話しを聞いてあげて下さい。 福岡県
これからも、組合費の減免が有れば助かる。 秋⽥県
これからもガイドラインを出し続けてほしい。コロナ禍の最中で⼼細く思っていたが組合の指導があり、と
ても⼒強い味⽅と安⼼しました。

⼭形県

これからもがんばって下さい。 群⾺県
これからもがんばって下さい。 三重県
これからもコロナ対策の指導をお願いします。 愛知県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

これからもサポートよろしくお願いします。 兵庫県
これからもよろしくお願いします。 岐⾩県
これからもよろしくお願い致します。 岩⼿県
これからも安全安⼼をアピールしてください。 福井県
これからも頑張ってほしいです。私達も理容師としてのプライドを持って頑張ります。 富⼭県
これからも期待しています ⼤阪府
これからも客が安⼼して来店戴くように全理連がPRしてほしい。 ⼭形県
これからも業界をフォローアップできる様にお願いした ⻑崎県
これからも困った時の全理連でいて下さい。⼀⼈営業の者としては気強い⼼強い存在です。 茨城県
これからも⾊々な情報をお願いします。 愛知県
これからも前向にがんばって頂きたい。 岡⼭県
これからも全国組合店が営業回復していけるよう⽀援事業宜しくお願いします。 広島県
これからも組合で協⼒していきたいと思う。 神奈川県
これからも組合員のためチエをおかし下さい。
これからも適切なサポートをお願いします。 京都府
これからも必要な物を供給して頂けると助かります。 滋賀県
これからも理容室、特に組合加盟店は安全だということをアピールし続けて下さい。 和歌⼭県
これからも連絡事項をすみやかにしてほしい 広島県
これから経済も下⽕になると思います。1年後、5年後、10年後、⾷べていける仕事でしょうか？皆さんで
考えてほしいと願っています。（国⺠年⾦だけでは無理ですよ！）

新潟県

これだけアンケートや、客へのポスター、ステッカーの配布？客へのマスクも配布して下さい。 富⼭県
これだけやっていだだけたらじゅうぶんです 岐⾩県
これだけ組合を脱会していく店舗があると、組合の存在価値がなくなったといってよいのでは。若い⼈は⼤
変だ。

⿃取県

これに対しての組合の⼤胆な⾏動を期待したい。 福島県
これまでのように積極的に情報をいただきたい。 ⻑崎県
これを機に、講習のオンライン、技術を組合員向けに動画でアップ。年に1度で良いので直接、連合会へ組
合員の声がとどく、こういうアンケートをやってほしい。

宮崎県

これ以上の⽀払いが出来ないので経産省・厚労省・公庫のやっている事はなに1つやくにたたない 兵庫県
コロナアンケートもネットで出来るようにしても。 愛知県
コロナウイルスに感染しない事を祈ります（皆様⽅）
コロナウイルスに対して、次亜塩素酸⽔（セラ）の室内噴霧が有効か検証し公表してほしい。 ⼤阪府
コロナウイルスに対してがんばって下さってありがとうございます。 静岡県
コロナウイルスに店が巻き込まれたら、全理連はどう動いてくれるのか？ 栃⽊県
コロナウイルスの感染拡⼤が他の⾃営業者にも直撃している以上、⼀⽇も早やく拡⼤が終息する事を願って
いる

福岡県

コロナウイルス感染がもっと拡⼤したら、PCR検査の時の費⽤の補助等をお願いしたい 群⾺県
コロナウィルス感染防⽌にたいして組合が何をして安全であるかをメディアにたいしてアピールをしてほし
い。

福井県

コロナウイルス感染防⽌ポスターの⼤きのがほしいです！ ⼤阪府
コロナウィルス発⽣により⾊々な⾯での影響はありますが、出来る限りの対策を⾏いながら営業しておりま
す。

岐⾩県

コロナがおさまるまでこれまでと同ようの⽀援をして欲しい。 埼⽟県
コロナがおさまるまで組合費を安すくして欲しい 宮城県
コロナがなくなる⽇までがんばります
コロナがはやくおさまって安⼼して営業できるようなりたいものです。 ⾹川県
コロナが収束するまで役員⼿当は減額すべき。 栃⽊県
コロナが出たお店へのフォローおよび⽀援 岡⼭県
コロナが出たらなるべく早くマスク、消毒液と出ス事（組合費で）
コロナが早く収束する事を願っています。 静岡県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

コロナが続く今、来年も続くと減収になる組合員が増えてきますので組合員の減額を求めたい 愛知県
コロナが流⾏し始めた頃に、もっと早く、消毒や、補助⾦などの情報が欲しかった。 岐⾩県
コロナだけでなく、割安の店が多く出ている様⼦。技術料⾦においても客としては、どうしても安いお店へ
⾏く様⼦です。どうしても、そういう流れなので⼈数は毎年、へる⼀⽅です。

茨城県

コロナで ●に⾏っている理事会のテレビ会議を今後多く⾏って、経費削減に努める。 ⻑野県
コロナでの給付⾦で市、町、村で違いがあり残念です。私の組合は、市と町が⼀緒に組合です。市の⽅には
有り、私の住んでいる町には、コロナ禍の給付⾦の該当できるものは、今の所ありません。国は、⼩さなお
店も考えてほしいです。全国には沢⼭⼩さいお店で頑張っている店主がいます。

岩⼿県

コロナでの対応が遅いと思う。⻑年毎⽉組合費を払って組合に⼊っているが、今イチ組合に⼊って良かった
と思う事がない。がっかりしました。

福島県

コロナで仕事が無くなり来店されなくなった顧客もいる。⼼情も理解出来るので不安だ。 ⽯川県
コロナで⼤変ですけど組合の為前進希望致します ⼤阪府
コロナで⼤変な1年でしたがこれからも理容業が安全に営業できるようおねがいしたい。 静岡県
コロナで⼤変な1年間、御苦労様でした。 群⾺県
コロナで⼤変な時に組合のため⾊々⼯夫して頑張って下さっている役員の⽅には頭が下がります。ありがと
うございます。

三重県

コロナで⼤変な時は誰も⼀諸だろうと思うどうしようもないようだったら後期⾼齢者の私は閉店するのも？ 岡⼭県

コロナで理容業も⼤変ですが、きっと光が⾒えるので⼒合わせてがんばりましょう！ 神奈川県
コロナとは関係ありませんが全連からのポスターは必要ありません はっている店は少ない思います 茨城県
コロナとは関係ないですが年末、年始営業⽇のお知らせポスター（コピー）がわかりにくいです、もっとわ
かりやすいポスターお願いします。

⼤阪府

コロナと関係ないが（タカラ．ベルモントに⼀⾔）、理容組合はタカラになめられている。⼟．⽇．祭⽇の
休業。いざ必要の時の修理等はしない。消耗品はタカラに無いし、送らせたら送料は取られる。組合はタカ
ラの⾔いなりか。善処して下さい。

岡⼭県

コロナと戦いましょう ⻘森県
コロナなんて気にしないお客様も多く毎⽇恐怖を感じながら仕事してます。スタッフもお客様も両⽅気をつ
けないといけない事を理容連合会としても発信してほしい。

神奈川県

コロナにかかってしまったとき、どうなっていくのか、どうなっていたのか、どうしたらいいのか⽣の体験
談、⾵評被害への対処法等おしえていただきたい。⾵評被害が⼀番こわい。そうなったときにまず何をする
のかの⼀⽬でわかるものがほしい。

岩⼿県

コロナになってしまった時の対策。 群⾺県
コロナになって以前より20％〜30％売上が下がった⽉もある。持続化給付⾦も要件（50％）を緩和してほ
しい。

愛媛県

コロナにならないようにがんばります。ガンバレ理容組合。
コロナには気を付けているが、⾼齢の為、経費をおさえ、最⼩限におさえ、⼿続きのめんどうな事はしませ
ん。

神奈川県

コロナには組合ではかてない。 佐賀県
コロナには負けたくない。 ⼭形県
コロナにまけるな！ 富⼭県
コロナによって弱る業界でなくレベルアップした業界の変った姿をそのためでなく技術講師でなく経営講師
の誕⽣を望みます。技術講習でなく経営講習の開講を「⼤森理事⻑様に期待します

群⾺県

コロナにより、⼤きな変化の時になりました。AIも産業命なみの変化があるそうです。10、20午後の道すじ
を、⽰してもらえたらと思います。

⻑崎県

コロナによる減収が30％以下のサロンが70％以上で、国の⽀援が受けられない店が多いという事を理解
し、何か出来る⽀援を考えてほしい。そうしないと、更に組合員が減ると思います。

神奈川県

コロナに感染した時の休業保障 岐⾩県

コロナに感染しないことが⼤事なので同業者同志が集まる事業の⾒直しをしてほしい。無駄な事業は省く。 ⻑野県

コロナに関していろいろ考えて下さり、ありがとうございました。 岩⼿県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

コロナに関して情報とか消毒液とかできるだけ助けて欲しい。 静岡県
コロナに関係なく、理容離れが深刻。 群⾺県
コロナに対してどうしよもないこれからどうしたらよいかわからない 群⾺県
コロナに対しての、ステッカーは有効になると思います！ 愛知県
コロナに対する考え⽅が、個店ごとに温度差があり難しいです。 ⼤阪府
コロナに負けずがんばろう。 島根県
コロナに負けずにがんばりましょう！ 福岡県
コロナに負けないようがんばってください。 徳島県
コロナに負けない様にガンバリましょう。 群⾺県
コロナに負けるな。⼈間はいがいと強いヨ。 愛知県
コロナに負たない、「さっぱりした！」の声を取り戻す！お客様の笑顔も…。 神奈川県
コロナのきびしい世の中ですいろいろな⾯でお知らせ下さる様々お願いします 栃⽊県
コロナのステッカーをまた作って下さい。→県単位とか…。 静岡県
コロナの影響が出て組合をやめようか、思っている店が出て来ている。政府には期待出来ない？ 沖縄県
コロナの影響で、世の中、不景気になるのは明⽩、1000円カット等、ディスカウント店へ、お客様が流れ
ていってしまうのが怖い、全体的に組合店も、考える時に来ている、気がします。根本的に変ていかなくて
は、もら先がのない、仕事になりそうな気がします。

茨城県

コロナの影響で組合費が多少減額されているが、そもそもが⾼すぎる。タウンニュースや不要な会報等に予
算をさく必要があるのだろうか？必ずしも皆必要としているのだろうか？コロナ対策云々⾔っているのに、
毎⽉毎⽉⽀部ごとに集まり斑員の組合費をたてかえるなど時代錯誤もはなはだしい。さっさと引き落としに
かえてほしい。なぜ、くだらない集まりに出席するために断わらなくても良いお客様を断わらなけばいけな
いのか意味が分からない。⼿数料がかかるから云々といわれたが、それならもっと組合費を下げて、⼿数料
をとればいいだけの事。⼊会や脱退についても⽀部⻑にもうしでるのではなく、オンラインなどでの申告に
すべき。やめたくてもやめられない組合員はくさるほどいる。

神奈川県

コロナの影響で組合費が払いづらく退会する⼈を増やさない為、組合費の減額を望みます。 神奈川県
コロナの影響は地域差もかなりあると思いますが、理容業が⼀つになって進んでいけるように呼びかけつづ
けてもらいたいです。

⼭形県

コロナの時期のシェービングは怖すぎる。 ⼤阪府
コロナの消毒（エタノール）がない。値段がたかい。経費がかかりすぎる。 福岡県
コロナの早々の終束を願います。 福岡県
コロナの対応よろしくお願いします。 宮城県
コロナの対応をもう少し早く対応してもらえると、良いです。⾃店で対策していますが…。 ⼤阪府
コロナの中の運営ご苦労様です！。 茨城県
コロナの様なウィルスが出た時は、すみやかに対策を全店に指導し、消費者にアピールして欲しい。 岡⼭県
コロナは、今年中場にもワクチンが出回われば⾃然に収まる。それまでみなさん、ガンバッテください。 宮城県
コロナは安⼼のできる時代は当分は期待出来ない。それまで営業が持ちこたえることが難しいサロンも出て
くると思われる。永く組合にささえられ、また組合をささえてきた組合員の中には組合が今この異常な時代
に何の⼿段で助けてくれるのか。若い経営者は組合ばなれも考えている様だ。それを⽌めるためにも給付⾦
を組合からも出ないものかと思う。

愛知県

コロナは深刻な問題ですが、組合離れに⻭⽌めがかからない事の⽅が⼼配です。 佐賀県
コロナは必ず終息すると思います。それまで⾊々な助⾔をよろしくお願い致します。 新潟県
コロナもまだ続くみたいだから、早くワクチンができる様にしたい。 千葉県
コロナも⼤変なことですが、組合員の減少に懸念を感じます。良き知恵、⽅法ないものか？ 岡⼭県
コロナや景気の悪いことを理由に努⼒していない⼈が多すぎる！ 埼⽟県
コロナより、組合員の⾼齢化の⽅が深刻です。 和歌⼭県
コロナより低料⾦の店に客を取られて居ます ⿅児島県
コロナを出した場合の対応⽅法。 静岡県
コロナを糧に、組織が不要不急にならないような強靭なスタイルへと進化してほしい。 北海道
コロナ以前からの借⼊⾦に対しての⽀援施策が無いので困っている。国に働きかけて下さい。 ⼭⼝県
コロナ渦でたいへんでしょうが、みんなで、換気⼿洗いなどの対応でもがんばっていきましょう ⾹川県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

コロナ禍、減収であえいています。連合会の⼒で組合員に国からの⽀援の⼝添えをお願いします。 埼⽟県
コロナ禍がおさまるまで、⼤会はひかえた⽅が（やらない⽅が）良いと思う。 静岡県
コロナ禍がもし収束しなくて⼤分県にももし緊急事態制限の対象の時になった時は組合は仮に2週間以上の
休業した時には保証制度とはあるのですか？正直この先が不安です。後は仮に組合費は少しでも⽀払わない
カットして欲しいです。

⼤分県

コロナ禍で、いろいろ⼤変ですが、2021年も頑張りましょう！ 三重県
コロナ禍で、今年は⼤変な年ではありますが、くじけずに負けないように、営業を頑張っていきたいと思い
ます。

宮城県

コロナ禍でいままで無い対応ありがとうございます。 福岡県
コロナ禍ですが、営業出来ているので、まだがんばれます。アンケートの結果が反映されるとたすかりま
す。

静岡県

コロナ禍でなくとも、最初にシャンプーをしてから、カットする事を連合会で推奨すればいいと思う。 熊本県
コロナ禍での組合の存在意義はあるのでしょうか？ 栃⽊県
コロナ禍でも講習ができるようなしくみを作ってほしい、（オンライン等） 福岡県
コロナ禍で皆様、⼤変でしょうがこの時だからこそ組合が団結して頑張りましょう。 ⼭⼝県
コロナ禍で経営の苦しい組合員の⽅もいらっしゃると思いますので組合費の減額を検討してほしい 千葉県
コロナ禍で全国理容組合上層部のムダな会議と称する会⾷や飲⾷代が減ってものすごくうれしいです。 神奈川県
コロナ禍で組合員、⾮組合員の差がない。組合費を払うなら消毒済を買いたい。 富⼭県
コロナ禍で⼤変だと思いますが、がんばって下さい。 群⾺県
コロナ禍で理容⼤丈夫とコメントしてたが失望したので理容業をやめるつもりです。 ⼤阪府
コロナ禍とは関係がないですが組合から脱退者が近年増えていますが、組合に⼊れば何か特典があるような
奇策がありますか？

兵庫県

コロナ禍なのにこんな密になって集合写真を撮っている全理連に憤りを感じる。 東京都
コロナ禍においてキャッシュレス端末の導⼊を考えている店は多いと思います。しかし⼿数科というものが
あるためにためらっている店も多いと思います。そこで全国の理容店を守るという気持ちが連合会、各組合
にあるのならば⼿数料の助成、補助を永久的に⽀援してもらえる事を強く願っています。前向きに検討お願
いします。

神奈川県

コロナ禍において組合運営の⾒直し。 和歌⼭県
コロナ禍における組合員としてのメリットをしてほしい 三重県
コロナ禍にご苦労様です。 神奈川県
コロナ禍にて、営業が感染拡⼤に営業がむずかしい。 東京都

コロナ禍に対して理容では、こんな対策していることのポスターを全国理容連合でドンドン出してほしい。 ⻘森県

コロナ禍に負けずー頑張ります。 新潟県
コロナ禍に負けないで、頑張って⾏きましょう。 埼⽟県
コロナ禍に負けないように徹底的に消毒して頑張ろう。 岐⾩県
コロナ禍の影響は多少あるが、気にしていない⽅も多いのでしっかりとした技術、店舗、接客ができれば⼤
丈夫。

埼⽟県

コロナ禍の今こそ、アウト店との差別化をはかり、組合加盟店の強みを感じられる様、国への働きかけをお
願いしたい。

愛知県

コロナ禍の最中、⼤変だと思いますが、よろしくお願いいたします。 千葉県
コロナ禍の仕事は神経がつかれます。本当は、怖いです。このまま、仕事していいのかな？ 茨城県
コロナ禍の中、マスクもしないでシェービングをする写真を新聞にのせないでほしい。 千葉県
コロナ禍の中、もっともっと連合会の⼒を実感させて下さい。 ⼭⼝県
コロナ禍の中、全国理容連合会⻑始め役員様御苦労様です 和歌⼭県
コロナ禍の中、必要な職業、そうでない職業が分かれる時が来ています。ぜひ、必要な職業と、認定される
様に取組お願いします。

静岡県

コロナ禍の中、連合会の皆様、全国へのご指導、指針、⼤変なお仕事をありがとうございます。 埼⽟県
コロナ禍の中役員の皆様頑張って下さい。 宮崎県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

コロナ禍の発⽣でなく年々お客さんも年をとって亡くなって、⾃分も年をとるし収⼊が少なくなる組合費も
安くなってほしい

栃⽊県

コロナ禍の報道を知って約1年専問である保健所に績極的に相談を重ね感染症に関しての対応対処等の指導
を受け感染に敏感な職業に対し業界が今調査等遅いのではないかと思われる。業界誌を読んでいると温度差
を感じる。

福島県

コロナ禍より安床屋がふえて来てる事が問題です。 新潟県
コロナ禍をたてに、組合PRを沢⼭に。 神奈川県
コロナ禍を頑張りましょう！！ 岐⾩県
コロナ禍を機会にしっかりと組合が団結してこれからの理容業かいが発展していくように願いたい。
コロナ禍運営経費の節約。また会費徴収の⾒直し。 静岡県
コロナ過における消毒の徹底をたえず⾔い続けてほしい。 奈良県
コロナ感染はもう仕⽅ないとしてその後の対応をどうしてるかを聞きたいです。 岩⼿県
コロナ感染を必要以上にあおるメディアへの⾔求。 愛知県
コロナ感染後、ご来店したお客様への対応は、どうするのか？ 東京都
コロナ感染者や疑わしい事例があった時の対処の流れ、（連絡先）などの分かりやすく電話脇に常備出来る
ような物を希望、シェービングの危険性が気になりますが？

広島県

コロナ感染症が早く収息しマスクのいらない⽣活になりたいです。 ⻑崎県
コロナ感染症とは別に年齢的な事で店を閉じるタイミングを考えています。⼤変お世話になりました。これ
から若い世代の経営者達が希望をもって理美容経営ができるといいですね。

埼⽟県

コロナ感染対策について、対応が⾮常に遅いと思います。組合員がマスク、アルコール消毒液の⼊⼿にこ
まっている時に組合として、それらの提供がありませんでした。組合費を頂っている以上⾮常にもっと迅速
に対応して頂かないと、組合員ばなれは、どんどん加速するのではないのでしょうか？もっと組合員が声が
届く場⾯を作るべきだと思います。

静岡県

コロナ感染病状がある場合の対策や相談（アドバイス）できるのでしょうか。 愛知県
コロナ感染防⽌のPR。 ⻑野県
コロナ感染防⽌の為施術（お客様との対⾯する）時間のタイムモデルの設定… ⼤阪府
コロナ期にしかできない業のイメージアップを社会に向けて施してほしい ⼭形県
コロナ時代は今までなかった事なので、いろいろと役員の⽅々も⼤変だと思いますが、役員さん⾃⾝も気を
つけて頑張ってコロナ時代を乗り越えて下さい。

埼⽟県

コロナ終息まで組合費等の減額⼜は免除 神奈川県
コロナ前と、現在の対応に変化を感じない。 東京都
コロナ前と同じ営業スタイル店が多い。 茨城県
コロナ対応の動きが遅すぎる。 群⾺県
コロナ対策、理容は衛⽣安全に気をつけているという事をPRして下さい。 北海道
コロナ対策で⽀出が増えたりし、組合で少し⽀援対応してほしい。組合も⼤変なのは分かりますがお願いし
ます。

北海道

コロナ対策についての資料が充分に●給されいます！！ 北海道
コロナ対策の案内がもう少し多くあるとよかったと思います。 奈良県
コロナ対策の時だけでなく常に組合員の声を聞いて欲しい。 京都府
コロナ対策の情報をもっと流してほしいです（全国の理容店の対策情報を）。 広島県
コロナ対策はしています。 ⿃取県
コロナ対策はとっているものの、お客様に直接ふれる仕事の為、内⼼はヒヤヒヤしながら仕事をしてます。
そういった職種でありますから、関染予防の点からも理容師は優先的にワクチンを摂取できるように、全理
連としても国や関係議員にはたらきかけてほしいです。

栃⽊県

コロナ対策をしている組合員の店舗がある事を世の中に伝えて頂きたい。（コロナ対策以外でも消毒等、⽇
頃から⼼がけている事も含めて）

岡⼭県

コロナ対策をもっとPRしてほしい。 神奈川県
コロナ対策を組合員に厳守してほしい。イメージが⼤切。 新潟県
コロナ対策設備費の⽀援を国にお願いして欲しい。 ⼤阪府
コロナ⼤変の中活動●業ごくろう様です。 岩⼿県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

コロナ等のポスターを貼りたい。 ⼭梨県
コロナ発⽣当時の組合の対応は遅かったし、組合員としてのメリットはなかった。 千葉県
コロナ放策として予約制にしたいが⾼齢者のお客さんが嫌がる。上からの通達があれば強く⾔いやすいのだ
が

宮城県

コンクールカットやヘアーダイでなくて地⽅々に合った／技術カットやサービスなど必要かと思います。 福島県
こんなアンケート、ナンセンス。 神奈川県
こんなアンケートでお⾦を使わない⽅が良い。 岐⾩県

こんなアンケートをするまでもなくみんな対策をしています。いったいいつまで、役員の⾼額な報酬と無駄
なことばかりをやっているのですか？組合費は、みんなのお⾦です。役員のための会費ではありません。

群⾺県

こんなにコロナが⻑く続くとは思っていなかったが、動きが遅いと思いました。ポスターなども⾃分で作っ
た後に送られて来たし…安倍のマスクと同じです。ほしい時に届かないで、みんなに⾏きわたった後に届く
とか。

神奈川県

こんな事に組合費使うな。 岐⾩県
こんな事に無駄遣いしない下さい 和歌⼭県
こんな時だからこそ組合の団結が必要だと思います。 千葉県
こんな時ですが皆がんばって⾏きましょう 愛知県
こんな時ですが皆がんばって⾏きましょう。 愛知県
こんな時ほど組合に加⼊しているメリットをひろげてほしい。組合に⼊っているからこれが出きますとか、
マスクや消毒液ではなく、もっとはばひろく⽀援してほしい。

福岡県

こんな状況なのに区会をするのはさすがにバカげてると思う。このアンケート、郵送の意味ある？メールか
ネットでよかったのでは。組合の回覧板にQRコードつけてすりゃよかったのでは。

⿅児島県

こんな⼤変な時にも、アホ組合は会費を取ってます。⾦ばかりためてる組合は全店舗に10万づつくらい配っ
てもいいと思います。

⿃取県

ご苦労様 佐賀県
ご⽀援ありがとうございます。 兵庫県
ご年配者の組合員さんの役員会（⽀部単位）の出席を考え直した⽅が良いと思います。どこで感染するが分
からないので感染リスクが⾼いと思います。

兵庫県

サビどめ⼊りのエタノールが⼊らないので、カミソリがサビてしまう。⽬に⾒えないサビのせいで、スベリ
が悪い。ゴム⼿袋の⼊荷が遅い。

愛知県

サポートを期待しています。 千葉県
さらなる感染防⽌策 ⼤分県
さらなる⽀援策 ※皆様⽅の健康と発展をお祈り致します。 ⼤分県
シェービングの⼿袋とかは特別なものなのですか「お客様が不快感がありイヤダ」の意⾒があるのです。 福島県
ジェルはにおいがいいけどきりふきがいい⼿がベタベタする 三重県
しかも脱退する組合員もなくなると思います。誠意の問題です。 秋⽥県
ジタバタしてもだめ。その内、安全なワクチン、安⼼して使⽤できる特効薬が出来る、それまで我マン。 三重県
しっかりモチベートしてあげて下さい。 佐賀県
しっかり頑張れ 福井県
しっかり守るしかありません。 静岡県
しばらくはつづくコロナであるため少しでもふうじこめるようにうがい、⼿洗い、体温をいつもはかってお
きたい。

⼤分県

しょうもない配布物ばかり作るな、インバウンドなんか関係ない。 ⼤阪府
ショート需要、バーバーブームをもっと活⽤した企画を考えてほしい。 福島県
しょーもないアンケートやはがきでのことばなんかするなら、組合も現⾦⽀給したらどないですか？ ⼤阪府
スケールメリットを活かして、クロス類、衛⽣品等の購⼊を安価でできる様にして欲しい。 神奈川県
スケールメリットを組合員の眼に⾒える形で表現してほしい、（組合は何もしてくれないとの声をよく聞
く）

神奈川県

すごく我々組合員の事を考えて下さっていて頼もしい存在です ⼤阪府
すごく店内混んでいたし実際私のお店のお客様が⾒えてショックでした！！ ⼤阪府
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

スタッフを雇⽤している店に何か協⼒してほしいです。 愛知県
スタッフを抱えている⽅は、資⾦繰りがほんとうに⼤変だと思います。（特に東京の⽅）資⾦がうごかない
訳ですから皆さんに（全国）影響します。

福島県

スタッフ⼀同コロナに掛らない、衛⽣⾯に気をつけ、全連に協⼒していきます。 兵庫県
ステッカーだけじゃなく、組合なのだから、ちゃんとやってください。床屋で感染者でてますよ。⼤森、
ちゃんとやれ！！

北海道

ステッカーとかのはいふありがたい。 佐賀県
ステッカーとか修了証など必要ない、なるべく経費をかけないようにして欲しい。 静岡県
ステッカーなどの配布があったが、他の対策の⽅に資⾦を使ったりしてほしい。ステッカー等がとどくまで
に時間がかかって⾃分たちで⽤意したりした。援助⾦や給付⾦、会費免除などの⽅法をとってもらいたかっ
た。

福岡県

ステッカーなどの配布も良いが消費⽤アルコール等を円滑にしてほしい 群⾺県
ステッカーを供給するならしっかりした物を供給して頂きたい。 熊本県
ステッカー他、未だ、受け取ってません。 宮崎県
ステッカー等を更に配布して頂きたい。 茨城県
スピード感をもって⾏動。 岩⼿県
スピード対応が遅いのと、ラインメールに情報⼊れるといいと思います。 岐⾩県
すべてにおいて遅いし、やる事が⾒た⽬ばかりのものなので、効果を全く実感できない。 栃⽊県
すべての理容業の⼈に⾼い⽔準の安全対策をしないとお客さんからの信頼は得られない。組合の⽅から、こ
うゆう対策をしなさいと、強制してもいいと思う、それくらいやらないと、安全対策をしにくくなるし、や
らない店もある。

静岡県

すみやかに、迅速に、全組合に給付をくばる。（複数回数） 神奈川県
スリム化。 ⻑野県
せっかく組合店として感染症対策を守り、実施しても、お客様に届かないと意味がないので組合店と⾮組合
店の差別化を図るべき。

滋賀県

セトサロン商会（神奈川県⼩⽥原市）のポスターの出来映えが⾮常に良いと思います。参考まで 神奈川県
ぜひ、分割料⾦を推進して下さい！ 東京都
セミナー、●オンライン化、書類、ポスターなどのペーパレス化（現状とオンライン化の両⽅を同時実⾏す
る選択できるようにする！

群⾺県

セミナーに⾏けないので 千葉県
セミナーのオンラインで⾏うなど、何か発信してほしい。 ⻘森県
セミナーの配給は、PCに限らずスマートフォンでも拝聴可能な動画配信を希望いたします。 静岡県
セミナーや応援ハガキはいらない無駄。「マスク消毒液など実物に組合ヒを使え」。このような時ほど連合
会に加⼊していて良かったと思うのではないか。感染状況も⽇々変化している。セミナーに関しても、すで
に報道でやっている。わざわざ危険を犯して⼈を築めたのか。このアンケートも無駄

⼭形県

せめてフェイスガードしてほしい 広島県
センスのあるポスターやステッカーをお願いします。 ⼤阪府
そういうRRを連合会さんへお願いしたいですそこだと思っています 福岡県
そうしないと組合加盟店が減少するばかりデス！！ 愛知県
ソーシャルディスタンスのとれる職業ではないので、国または県からの休業要請を出してほしい！ 神奈川県
ソーシャルディスタンスは現設備ではむずかしいですね。セット型設備ですので、これはどうすれば良いん
ですかね。

岩⼿県

ソーシャルディスタンスをって⾔いますが、仕事にならないです。お客様にはマスクを取ってもらわないと
出来ない事が多く、皆さんどうしてますか？⾃分達がマスクして、フェイスシールドして、めがねかけると
くもって⾒えない。顔そりもしないと、なんで逆にどうしているのか、おしえてほしい。アンケート取った
後は結果はほうこくありますか？

⼤阪府

ソーシャルディスタンスをとる為、イス3台の内、真ん中が使えないので、組合費を2台分にしてほしい。 福岡県
ソーシャルディスタンスを接客中は⼗分にとれない作業の為、クラスターや伝染は起きる為、全⾯的な⾃粛
要請を早く⾏い、感染拡⼤を⼀早く⽌める業種という再認識を強く持ち、政府へ働きかけ、社会全体を考え
た⽅が良い。困難な時に理美容がなくても⽣きて⽣ける。

東京都
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ソーシャルデスタンスを守り、お客様の安全と技術者の安全を守り、消毒と換気⼊店前のゴム⼿袋の使⽤、
マスク、⼿洗をてっていし、収⼊よりも、まずはコロナに感染しないことを第⼀に考えています。コロナに
なってその間休業しているとお客様は家族に反対されて⼆度と来店は無理だと思います。コロナになったら
廃業です

埼⽟県

そしてよくこの写真を全国に配れる神経に驚きと遺感です。現場とのズレがありすぎる。 東京都
そして現場の者には分かりやすくやりやすい様に話し、実し出来る様に対策して欲しい。 兵庫県
そのういた予算で消毒液等を配布してほしい。 ⻑野県
その上の全国理容連合会の皆様⽅も⼤変でしょうが組合員の⽅のため頑張ってください 京都府
その様な⼈と役員会をZoomで会議を提案しても“できない”と意欲的でないので困っている。 ⼭形県
ソフト⾯、ハード⾯ともに充分サポート頂いてます。 奈良県
そもそも、理美容業は衛⽣業ともっと主張すべき。感染症は国化試験にもある訳だから。 神奈川県
それなりに、良い物（たとえば、マスクやシールドを）を組合員へ提供して下さい！ 北海道
それに伴い、休業補償がほしい！！ 神奈川県
それを広い視野で⾒守ってほしい！ ⻑野県
たいへんな事はわかりますけど…済みませんです。 ⻑崎県
タイムス等電⼦化（メール）対応にしていただく。 ⻑野県
ださないよう指導してほしい、（今以上に）よろしくお願い致します、以上ありがとうございます！ 静岡県
ただアンケートを取りまとめるだけで終りではないでしょうね。 神奈川県
たとえ10％でも売上の減少は、この仕事をしていく若い⽅達の夢を実現しにくくしています。税の減免など
国へ働きかけていただきたいです。

富⼭県

たとえば空気清浄器など。全理連活動は組合員には、なにもやくにたっていない！3ヶ⽉間組合費が安く
なっただけ！

京都府

たばこを吸える場所と思っている⽅がまだまだく。ラジオ・新聞（ニュース）TVなどで理美容店でも全⾯
禁煙をみんなに知らせてもらえれば、むだなステッカーなど貼らなくて良い。

東京都

だんだん年を取っていったら全国理容連合会（組合）に⼊っている意味があるのか？ 栃⽊県
チェーン店えの対処 ⼤阪府
チェーン店への差別化！ 秋⽥県
チョキちゃんのカンバンのケイコウ管のとりかえは、販売しっぱなしでなにもないですね。 宮城県
チョキちゃんのシールを作って下さい。DMハガキetcに使いたい。（以前ありましたよね） 北海道
チョキちゃんを活⽤しなさい。 北海道
つちかったものよりも新しいことに⽬をむけてほしい。 北海道
つまらない。 愛知県
つまらないことだが、封⼊しやすい⽤紙（⼤きさ）になぜしない？ 滋賀県
ディスカウントショップの取りしまりをもっと研究するべきたと思います（1000円セット） ⻑野県
できる、はんいで⽀援をしてほしい、⾊々な⾯で。 ⼤阪府
できる範囲でかまわないのですが消毒液等は量を使うので補助してほしい 宮城県
できればエタノールを供給してほしい。 秋⽥県
デジタル化をし上→下 下→上に早く声がスムーズに届くといいね！ 栃⽊県
テラシ、広告を出す事での⽬に⾒える宣伝をする。 ⻑野県
テレビ、その他インターネットなどで理容業は安⼼安全ということを国⺠に向けてながしてもらいたい。 ⿃取県
テレビ、新聞へ広告で理容店は安全ですとアピールする。 埼⽟県
テレビなどで理容のコマーシャルをして頂きたい。 広島県
テレビ等でもっとPRをマスコミを使う 静岡県
テレビ等のマスコミに理容店が努⼒している事のアピールをしてほしいです 千葉県
どういった対策をとり何をおこなったかリポートをして教訓にするべき、情報の共有。 埼⽟県
どうか助けていただければ助かります。 ⼭形県
どうしようもないと思います。何も期待しません。 岐⾩県
どうやら、思っていた以上に⻑い道のりになりそうですが、よろしくお願いします。 ⼭⼝県
どう⽣活をしたら良いか分らない？
とくに期待してません。 広島県
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とても⼤事なことなので、新型コロナウイルス感染拡⼤予防ガイドラインやポスターなど配布してくださ
り、いろいろな情報を早く知られてくれ、アドバイス、提案など、とても役⽴ち、助かります。

⼭形県

とても良くやってくれていると思います。 ⾹川県
とにかく、⼼配なく過ごせるように早くしましょう。 三重県
とにかく、⼈が出歩かない…お客さんが来ない…やってられない…。
とにかくつかれた。 愛知県
とにかく感染症の減少、終息を願っています。 岐⾩県
とにかく頑張ろうと⽿にするが何を頑張るのかわからない。 北海道
とにかく御苦労様です、ご⾃愛下さい。 千葉県
とにかく今は頑張るしかない！ 愛知県
とにかく組合店からコロナが出ないように 東京都
とになく、ゆうしがひつよう 愛知県
どのお店にも役にたつ物品を考えて配って下さい 茨城県
どの店舗も消毒や安全を考え努⼒している事を宣伝して頂きたと思います。 神奈川県
どの様な所で感染しているかを教えてほしい。 愛知県
どの様な店が対象なのでしょうか。 神奈川県
ドラスティックな⾏政の⾒直しが必要。 ⽯川県
どんどんこういったアンケート調査をして同業者のご意⾒が聞きたい。 福島県
どんどん理容組合員のアピールをしてほしい。毎⽉組合費を⽀払っているのだから。組合員に⼊ってない理
容店の差別化をしてほしい！！（組合費⽀払っている意味がない）組合もかかわらないと、みなさん、組合
はそのうち無くなると思う！。

神奈川県

どんな事をしてもむだだと思います。 群⾺県
ナシ 茨城県
ナシ 愛媛県
ナシ ⼤阪府
ナシ
ナシ 神奈川県
なにか、団結⼒を、強化する。
なにもしていない！。
なんで保障が取れないのか。対⾯の仕事でリスクが多いのに。
なんとかステッカーなどはいらない 兵庫県
なんとなく元気がない様思います。 和歌⼭県
なんにもしかたないと思いますすこればかりはごめん 徳島県
ニュースである程度知知っているのでマスク消毒液の強化をねがう。 北海道
ニューヘアーとかいらないと思う。わけのわからないポスターや講師はいらない。ホットペッパーなどの予
約システムを理容組合が作って！

愛知県

ニューヘアのポスターとか必要としないポスターが多いためムダになるのでポスター等は希望者のみにした
⽅が良いかと思います、申し訳けありません。

群⾺県

ニューヘアもいいけれど、コロナの消毒法とかの講習もしたらどうか？ 埼⽟県
ぬれパンをアピール。テレビに出る芸能⼈をサンプルにバーバースタイルをアピール。アイロンパーマの良
さを知って頂く。美容室ではできない。

⾹川県

ネットツールも活⽤してセミナーをしてほしい 千葉県

ネットで理容店を検索しやすくし、それぞれのお店の席数や⽀払い⽅法など特徴を⾒れるようにしてほしい 神奈川県

ネット上では、床屋はあぶない、⾏きたくない、との書き込みが⽬⽴つように思う。理容師は衛⽣知識があ
る事、消毒に関しては⽇頃からやっている事、⼀般⼈よりくわしく勉強して得た国家資格であることをア
ピールしてほしい。

千葉県

パーテーションのすすめ。 北海道
バーバーくんグッツを販売してはどうですか（プレゼントばかりでは？）いつも組合のためにご苦労様です
宣しくおねがいします。

岐⾩県
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ハイセンスなポスターが欲しいです。（理容組合サロン⽤） ⿅児島県
ハガキありがとうございました。 埼⽟県
ハガキでコロナに⾒を付けて⾔いゆまえにあるていどストックしておく事。
ハガキはいらなかった 愛知県
パソコンQRつかえない10万円のほじょもてつづきができない全員にほじょしてほしい 福島県
パワーアップしますし雇⽤が⽣まれ、理美容の垣根をなくす。
パンチパーマが⾒直されて⼀部の⼈に再認しきされているので、そのポスターを作成してほしい。（0．3〜
0．4mmのクリッパーでカットしたフェードスタイル）

宮城県

パンフレットとかポスターにお⾦をつかっても、お客様はあまり気にしない 神奈川県
ピーアールをして安⼼を伝えてもらいたい
ひきつづき御⽀援よろしくお願いします。 福岡県
ひき続きポスターやステッカーを配布してほしい。 千葉県
ひまです。 福島県
ファイスシールドを配っていただいているが、あまりに使いずらい。市販の物でいい物がいくつもあるので
そういう物を配ってほしい。

⻑野県

ファイト 埼⽟県
ファイト！ ⼭⼝県
ファッション業界はそれぞれの業種が、毎年のように新しい流⾏を作り出している。理容業界はそれが出来
てないと思う。有名タレント等がほとんど美容院でカット等を⾏っているとの話題がテレビ等々で放映され
て流⾏していると、しばらくするとそのヘアースタイル等を少しアレンジを変えただけの物を理容界の
ニューヘアーですと業界紙等で⾔ってるだけです。ほんとうに業界独⾃で流⾏する物を作りヘアー業界を
リードしてほしい。

埼⽟県

プールされたお⾦の中からマスクぐらいは配布してほしい。 愛知県
フェイスガードにしてみてはいかがでしょうか。 千葉県
フェイスガードの配布など感謝しております。私たち個々の努⼒が⼤事なのですが理容組合全体として⾊々
な情報や知恵を理楽タイムなどで勉強させて頂いてます。ありがとうございます。

⻑崎県

フェイスガードは使いにくい。細かい仕事に向いていない。 北海道
フェイスガードもっと少さくよく⾒えるものを？ 愛媛県
フェイスシールド（メガネ型）を使⽤して営業していますが、⾒えにくいので理容⽤など⾒えやすく、細か
い作業にあったフェイスシールドがほしい。

埼⽟県

フェイスシールド、などは、個⼈でやればよい。組合費でやる必要なし。 福岡県
フェイスシールド、フェイスマスクは理容師は使いずらいです。普通のマスクが良いです。国で頂いたのか
県で頂いたのかわかりませんがマスクを頂いたのですが⽿掛けゴムがすぐに取れます、もう少し、ちゃんと
した物を下さい。

埼⽟県

フェイスシールド、マスクの供給ありがとうございました。 滋賀県
フェイスシールド、消毒液（次亜エンソサン）などありがとうございました。マウスシールドもほしいで
す。令和2年12⽉29⽇。

⻑野県

フェイスシールド・マウスシールドにはこまった。使⽤の意味なし？ 新潟県
フェイスシールド2回配布があったが使⽤不可。不織マスク（使捨て）の⼀箱でも配布を。 三重県
フェイスシールドテレビで上質の物で光らないくもらない良く⾒える物があるとやっていた剃⼑もってやる
のは難しい良い物がほしい組合でいただいたのでは使えない

愛知県

フェイスシールドなどのプレゼントはうれしかったです。定期的に配布されると助かると思います。 福岡県
フェイスシールドなどの不必要な配付はやめてほしい。 福島県
フェイスシールドなどは各店舗で試⾏錯誤して作っております。配布して戴いても使っていない所もあるみ
たいです。

佐賀県

フェイスシールドの低反射素材のシールドが欲しい ⼭形県
フェイスシールドの配布ありがとうございました。助かりました。 岩⼿県
フェイスシールドの配布が2度ほどありましたが両⽅とも使い勝⼿が悪く前もよく⾒えにくい、フェイス
シールドよりマスクをしてその上にマスクシールドの⽅が使いやすいと思う。

神奈川県

フェイスシールドはあまり役に⽴たず、必要なし。マスクで⼗分対応できる。 新潟県
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フェイスシールドはつかいづらい いらないと思う 北海道
フェイスシールドは使い物にならなかった。 千葉県
フェイスシールドは全々使っていません。かいんずホームで1枚190円。 千葉県
フェイスシールドは⼤変よいのですが改善してほしい。 ⼭⼝県
フェイスシールドは役に⽴たないのでもういりません 埼⽟県
フェイスシールドは利⽤していません。
フェイスシールドも必要ないので、マスクの⽅が良かったが、届いたマスクは祖悪品だった。 秋⽥県
フェイスシールドを1店に1個配布して下さいましたが、ほとんどの店の⼈はやっていません。無駄な費⽤
だったのではないですか？

三重県

フェイスシールドを組合員に配布するのでなく、体温計くらい配布する（速く）。 埼⽟県
フェイスシールドを配布されたがマスクの⽅がよかったのでは？ 群⾺県
フェイスシールドを配布してもらいましたが、メガネがくもりぜんぜん使えません。 島根県
フェイスシールドを付けての作業はやりにくい。アイガードはどうですか。 秋⽥県
フェースシールドあごシールドを使⽤している店は何件あるかな 三重県
フェースシールドの配付等はアベノマスク同様何の意味も無く予算の無駄使いでは。 北海道
フェースシールドや、マウスガード等、⾊々とやっていますが実際の現場では仲々装着しずらいです。⾮常
に疲れますよ！！

神奈川県

フレッシュ感がない。 三重県
ヘアーサロンで、⼥性の顔そりができるという認識が低い、若年層、特に⼥性に向けたマンガやドラマ等で
アピールしても良いのではないか？

茨城県

ヘアースタイルなどを⾒ますとどの様なスタイル良くなっていて営業につながりにくい 北海道
ヘアースタイルの講習会をしてほしい。
ベツニナシ 愛知県
ベテラン組合員の危機感が薄い。 愛知県
ヘルメットの⽤にあげさげが出きるフェイシールドがいいですね。 ⻘森県
ホームページで時短メニューをつくる。 ⻑野県
ほかの物より、「マスク、アルコール」の配布が⼀番ありがたいです。 群⾺県
ポスター、ステッカー、修了証？お客様はお店になにをくに来るのか、おちつかないのでは！！ 静岡県
ポスター、ステッカーが有り難かったです 群⾺県
ポスター、ステッカーなどに経費は使⽤せず、別の所でお⾦は使ってほしい。 新潟県
ポスター、ステッカー等に予算をかけずに直接の⽀援をお願いしたいです。 岐⾩県
ポスター・ステッカーの⽬⽴つものを希望 福岡県
ポスターがとても良くお客様とも話題になります。⼗分活⽤させていただいてます。 ⿅児島県
ポスターチラシ等助かっています。 愛知県
ポスターなど、センス、アップを期待したい。 茨城県
ポスターなどいらないから理容でしている芸能⼈を⾔ってもらった⽅がいいのでは？ 千葉県
ポスターなどもっと早い対応をしてほしかった。美容組合より遅い。 ⼤阪府
ポスターなど無駄遣い。毎回捨ててるので。 沖縄県
ポスターやガイドラインなどの物より現場でなにが必要か（物品など）を聞いた⽅が良いのでは！！ 新潟県
ポスターやステッカーも助かりますが、もっと、マスクやアルコール、簡易体温計、などの配布があると、
うれしい。

北海道

ポスターやステッカーやDVDとても勉強になりました アピールをしていくのにとても役⽴っています。 和歌⼭県

ポスターやステッカーよりも、⼩さくても除菌ウェットシートなど全理連の⽅で各都道府県の組合の⽅に
送ってください。お客様にはコロナの意識にもなりますし、業界の感染対策等のアピールにもと思います。

富⼭県

ポスターやわかりやすいグッズ（スタンド）が定期的に変えて配ってもらえるとありがたいです。 愛知県
ポスターや新聞など必要のない配布物の削減 兵庫県
ポスター等、オシャレサロンでも違和感なく貼れるデザインにしてほしい。 福岡県
ポスター等の配布は⽌めたらどうですか貼っている店はほとんどないと思います。経費のむだ使いだとおも
います。

⾹川県
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ポスター等は、⼀番わかりやすくいいと思います。
ポスター等数多く掲⽰ 愛知県
ポスター類の配布が多すぎる。⼤きいし、びみょうなポスターはいらない。配る側として、⼤きいのは送る
のが⼤変だし、困る。
ポスター類は、お客様は、以外と⾒ていない。 新潟県
ボリュームゾーンの年配向きより、若者技術者が関⼼を持つ業界へ！ 茨城県
ほんとにご苦労さん。1⽣けんめい努⼒申護ないと思っています。
まあまあ良とする 埼⽟県
マウス及びフェースシールドは、あまり意味がないというエビデンスも報告されています。プステック使⽤
消減をとなえてるのに、その使⽤をすすめるのはいかがなものかと思います。

茨城県

マスク、アルコール、フェイスシールドなどの配布を…ありがとうございました。 千葉県
マスク、アルコール安くおせわしてほしい。 福井県
マスク、アルコール除菌スプレー等 配布してほしい！。 神奈川県
マスク、アルコール消毒液など、がなかった時に、全理連で調達して安価で供給して、ほしかった。 奈良県
マスク、エタノールを安価で組合員に提供して下さい。 岐⾩県
マスク、シード、マスクなどいただいて、たすかりました。 栃⽊県
マスク、シールドの⽀給⼤変助かりました。組合費⽤の負担などありがとうございます。 ⾼知県
マスク、フェイスシールド（⾒えづらい）はありがたいが、実際にフェイスシールドをつけての顔そりなど
はやりにくい。

愛知県

マスク、フェイスシールド、消毒液の配布をしてほしい。 三重県
マスク、フェイスシールドアルコール液など有賀●う 茨城県
マスク、フェイスシールド消毒液など団体で良い物を割安で購⼊していただきたい。
マスク、フェイスシールド頂いて助かりました。 新潟県
マスク、フェイスシールド等は有りますが消毒液はもっと必要。 神奈川県
マスク、フェーイスシールド、アルコール等、組合でまとめて講⼊して、少しでも安い価格で提供して欲し
い

千葉県

マスク、換気の徹底を呼びかけてほしいです。不⼗分な店が存在しているので、ちゃんとしている店までイ
メージが悪くなるので。

埼⽟県

マスク、⼿あらい、消毒かんきを良くする。 神奈川県
マスク、⼿を洗う、消毒、外に出て帰った時に上⾐をぬいで消毒、店のかんき、店の中の消毒これ以上何を
すれば良いのか、わかりません。

群⾺県

マスク、助成⾦等々組合員に気をつかって下さりありがたく思っている。 東京都
マスク、消毒して混雑を避け協⼒する。 愛知県
マスク、消毒はこまめにやることを⼼がけている ⼭形県
マスク、消毒液の供給。
マスク、消毒液の⽀給、援助、仕切り板の配布 愛知県
マスク、消毒液の配布（理容店よりの感染者が出ないように）。 埼⽟県
マスク、消毒液の配布が遅すぎる。 静岡県
マスク、消毒液等。クリスマスプレゼントして下さい。 岩⼿県
マスク、消毒液等の供給。とくに消毒液を。 ⾹川県
マスク、消毒液等の供給システムがほしいと思った。 茨城県
マスク、消毒液等の供給は助かりました。 福岡県
マスク、消毒液等の供給をお願い致します。 ⿅児島県
マスク、消毒液等の配布をしてほしい。 和歌⼭県
マスク、消毒液等はもう⼗分整っている、皆が困っているのは、家賃、⽔道、電気、料⾦等の⽀払い。 福岡県
マスク・消毒液ありがとうございました。 宮城県
マスク・消毒液はよかったけど、フェイスシールドはくもってみえないし場所をとるし仕事の時はお客様に
ぶつかって使えないし私にはいらなかった。

千葉県

マスク・消毒薬の定期共給 宮城県
マスクがほしいです。 新潟県
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マスクが⼊⼿困難だった時に、配って下さったのは⼼強く思いました。ありがとうございました。 埼⽟県
マスクが⼊⼿困難な時、まとめて注⽂して頂き、助かりました。 秋⽥県
マスクしてフェイスシールドをしていると呼吸（こきゅう）の息で前が⽩くなって⾒えにくくなります。 北海道
マスクと消毒で本当にそれでいいのかな？ 三重県
マスクなどの配布など、ありがとうございます！ 佐賀県
マスクのしっかりしたのを配布して下さい。
マスクの⽀援をいただき、ありがとうございました。 広島県
マスクの注⽂等、もっと速くしてほしかった。 宮城県
マスクの配布、フェスシールドの配布ありがとございました。 ⼤分県
マスクの配布等対策が早かったので良かった。 福岡県
マスクの不良品が多い（組合から買った物）ので質の良い物を提供してほしい 岩⼿県
マスクは、⾜りてますが、フェイスガードがほしいです。 宮崎県
マスクは助かりました。がんばってください 新潟県
マスクも市場に出回ってから送られてきたりフェースシールドを配ったり、このままだと、組合をやめる組
合員がたくさんでてくると、私の⽀部でも不平、不満ばかりです。もう少し、組合員の⽴場で考えて下さ
い。

福岡県

マスクやフェイスシールドありがとうございました。 埼⽟県
マスクやフェイスシールドなど、役に⽴つものを組合で配ってもらった時は本当に助かりました。 群⾺県
マスクや消毒液の配布は助かります。 宮城県
マスクや消毒液をいただきありがとうございました。助かります。 ⼭梨県
マスクや消毒⽤品の補助、給付⾦の⽀援を国、厚労省へ働きかけてほしい。 新潟県
マスクをしていてもフェイスシールドをしていても感染してるか⼼配なので、定期的にPCR検査を組合でで
きるようにしてほしい。顔そりの時はお客様はマスクをしていません。安⼼して仕事ができるようにしてほ
しいです。

神奈川県

マスクをして来るので、顔そりのお客さんが少なくなった。 ⻘森県
マスクをはずしてのシェービング、考えた⽅がよい。 ⾼知県
マスクをもっとくばってほしい。 愛媛県
マスクを安く販売してほしい、アルコール消毒薬を安く出してほしい。 ⻑野県
マスクを⼊れる袋、もっと下さい 京都府
マスクを配布してもらいましたがひもがすぐ切れてよくなかったです。消毒液は有りがたかった。 ⼭形県
マスク消毒液・⼿洗い洗剤など、感染予防対策に必要な物を配布してほしい。 岡⼭県
マスク⽣活における、肌トラブルの対処法を顔そりを含め講習して理容のメリットを広めて欲しい。 福島県
マスク等を、組合費を利⽤して組合加⼊店等に時々配布していただけたらいいと思います。 広島県
マスク不⾜の時、マスクの供給ありがとうございました。 神奈川県
マスコミ・⾏政への適切な圧⼒。 群⾺県
マスコミが理容業界を取り上げる時、不愉快になる事が多い。「クラシカルバックスタイル」を「直⾓ヘ
アー」と表現したり（結果、笑いのネタにされている。）100才くらいの理容師を紹介したり。美容業界と
は違う取り上げ⽅になっている。若い⼈達がマスコミの報じ⽅を⾒て理容業に魅⼒を感じる内容とは思えな
い。何でもいいから取り上げられればいいという訳ではない。もっと理容の素晴らしい技術、仕事の素晴ら
しさを伝えられる様な取り上げ⽅をしてもらえる様に全理連の⽅から進⾔して欲しい。

茨城県

マスコミに向けてコマーシャル（テレビ等） 奈良県
マスコミは散髪屋でなく、理容と云ってくざさい。 ⾼知県
マスコミを使って理容組合員は安全消毒て対応してる広報誌 兵庫県
マスコミを利⽤したPR 新潟県
マスコミを利⽤して安全性のアピールをしてほしい。 ⾹川県
まずは、最低のマナーとしてマスクは、完全義務（外出、スーパーコンビニ、各施設）をして欲しいいくら
⾃分逹が守っていても1⼈でもしていない⼈間がいたら意味がありません！注意すればトラブルになるし、
店員は⾒て⾒ないつり！注意などしません。（国に要望して下さい）
ますます⼒を合わせ頑張っていきましょう！！ ⻘森県
マスメディアの煽りばかりの報道でなく怖を抑制の⽅の報道の働きかけ例年インフルエンザ等との⽐較 岡⼭県
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マスメディアへのPR等。 福島県
マスメディアを味⽅にして、政府の意⾒のまちがいを正すようお願いします ⻑野県
まず個々の努⼒ではないですか？ 静岡県
また、この事も原因となり。組合への参画者が少ないです。絶⾮とも・各店への配布物の郵送化。組合費の
⼝座引落化など。この時世とこれからの次世代のために、新しい対応をお願いします。
まだコロナは続くと思うので業界としては消毒⽤、アルコール、マスク、フェイスシールドなどはいつでも
可能な⼊⼿状態にしておいてほしい。

神奈川県

まだまだ、復旧には程遠いですが、これからもご⽀援よろしく願い致します。 熊本県
まだまだ案⼼できませんが、感染にお気をつけ活動して下さい。 兵庫県
まだまだ続くコロナ問題、収⼊が下がっているのに、衛⽣⽤品の出費が多い。今だにマスクアルコール消毒
液、⼿指消毒液がまだ⾼い、全理連に予備費があるはず、それを使ってなんとかしてほしい。⼩樽組合でも
独⾃でいろいろやっているが、限度がある、ぜひ全理連でも何かしてほしい

北海道

まだまだ続くでしょうこの期間が組合からもっと保障の事話し合ってほしいです。 宮城県
まだ感染拡⼤中で、さらに悪化が⼼配。 静岡県
また不織布マスク箱⼊りを配布（無料）してほしい。 新潟県
まだ理美容室からコロナが出たと聞いてませんがこれからです何年続くわからないコロナです 茨城県
まつエク、ネイル、と⼥性理容師をもって増してほしい！ 神奈川県
マツエクは何故美容師免許取得者しかできないのか。 奈良県
マッサージ店でヘッドスパ（＋シャンプー）をしている。理容所では免許がないとシャンプー出来ないの
に、他ではだれでも出来る知識ある⼈が管理する所ではダメで、知識ない⼈がする所はいい。のはおかし
い。だったら、理容所でも免許ないアシスタントもOKにしてほしい。

島根県

マニアルのPR、ユーチューブで。（コロナ対策セミナー）組合の底⼒を⾒せる時代。新たに消毒液の徹底
と換気システム。

⼤阪府

みなさんが知恵を出して、コロナ禍おのりきっていくこと。 ⾼知県
ミヤネヤで関⻄福祉⼤学の教授が理美容店では感染しにくい、クラスターは発⽣していないと発⾔された。
政治家を利⽤するより活発にマスメディアで理容の安全をアピールする⽂化⼈に働きかけた⽅が良いのでは
ないか。

愛知県

みんなが不安に思っていることは、まず売上減少に対しての援助、そしてスタッフの安全。 福島県
みんなでがんばりましょう。 新潟県
むだと思われるいんさつぶつ、配布物のさくげん 栃⽊県
ムダなキャンペーンや必要としない⼤判ポスターなどやめてほしい。 新潟県
むだなくばりものを廃⽌してほしい。 佐賀県
ムダなポスターなどが多い！！もっと考えて下さい。 ⻑崎県
ムダな経費を使かわないでほしい 岐⾩県
ムダを無くして組合費を下げて下さい 岐⾩県
ムダ使いしない。（例）理楽TIMESの廃⽌。なんの役⽴たず、役員の宣伝しかない。本の発⾏も⽌める。組
合費の減額へと。
メデアを使って（利⽤せよ）消毒など現場の声 富⼭県
メディアなどもっとつかって理容を知ってもらったら？ 新潟県
メディアを通して、理容業（コロナにかかわる事）を発信して欲しい。 愛知県
メディアを通じて組合員の店は安全であること知らせる。 岐⾩県
メディアを利⽤しアピール不⾜だと思う。 埼⽟県
メディアを利⽤して衛⽣や、消毒・安全に努⼒していることをピーアールして下さい。お願いします。 神奈川県

メニューのヘアカラーを中⽌にされるお客様が増えております。ご⾃⾝の⾒た⽬を気になさらない⽅が増え
てきている気がいたします。これもコロナの影響でしょうか。全国のサロンの皆様はいかがでしょうか。

岐⾩県

メリットなし 京都府
メリットを感じない。
もう1回⽀援をお願いします。消毒剤等に使いたいと思います。 群⾺県
もうかな理容業にユメを持っています。 ⼤阪府
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もうすこしちゃんとうごいてください！。 埼⽟県
もうすこしふたん額を下げてはいただけないでしょうか？ 神奈川県
もうすこし組合は1⼈●の店をだいじにして下さい ⻑崎県
もうすこし良いコロナのポスターを作って下さい。 群⾺県
もう少し資⾦援助等の⽀援をしてほしい。（助成⾦） 福井県
もう少し素早い対応を望みます。 埼⽟県
もう少し組合として何ができるか？何をやるべきか？考えてほしい。 新潟県
もう少し頻繁にマスク、消毒の供給をしていただくとありがたいです！ 埼⽟県
もう組合の時代ではない 富⼭県
もし、コロナにかかったら、どうしたらいいのか、本当に⼼配です。私はもう77才です。妻は74才です。
何んの保障もなく店を閉めることになると思うと、⽣ていけません。まだ家のローンが残っています。もう
1⽇に1⼈〜2⼈のお客をまつだけです。収⼊の⽅もコロナの前の1／3位です。やっと⾷ています。今⽇は、
飲⾷店中⼼に協⼒⾦がでています。ぜひともすぐにでも全国理容連合会も協⼒⾦を声を⼤にして政府に注⽂
して下さい。今、緊急事態宣⾔が出ました、良くなればいいですね、死にたくないです。

埼⽟県

もし、コロナになり、どのような経路の感染であっても、保証してほしい、⽥舎など⾵評やうわさが⼤
変！！

新潟県

もし、⾃分が感染していたら、お客様にうつさないが、しっかりとした知識をよりわかりやすくおしえてほ
しい。

⽯川県

もしこのまま新型コロナ感染者が増えて、仕事ができない世の中になったら、休業⼿当てなどの⽀援が理容
業会にいきとどきますよう、国への働きかけをよろしくお願いします。

⼭形県

もしも緊急事態宣⾔が再発令されても、理容は安全であることを常にアピールしていただきたい！ 佐賀県
もし店でクラスターが出た場合、特別な援助を考えてもらいたい 福岡県
もっと、若い⼈達に役をゆづって60才以上は⾝を引くべきです。理事・・・・・ 新潟県
もっと、早く⽀援策を提⽰してください！！ 京都府
もっと、理容組合のお店は、安全ですって、全国にアピールしてほしいです。 ⼤阪府
もっとポスターを！ 静岡県
もっとメディアで理美容をせんでんして。 ⼤阪府
もっともっと、「感染拡⼤防⽌」や「安全・消毒をしています」をPRできるような、組合オリジナルのぼ
り旗やグッズが欲しいです！！オシャレでセンスを感じるデザインのグッズがとーっても欲しいです！！⾮
組合店との差別化もアピールできるので良いと思います。ぜひぜひ、お願いします！！！！！

⼭形県

もっと安全でありますと⾔う事をテレビ、新聞にてアピールしてほしい。 静岡県
もっと安全安⼼ですとPRをして下さい ⿃取県
もっと営業の役⽴つ、⽅針。 京都府
もっと現実を知り、⾏動を！！今何がもとめられているかをもっと感じた⽅が良い。 ⻑崎県
もっと現場をしっかり⾒てほしい！！ 神奈川県
もっと効率の良い宣伝をしてほしい。アウトサイダー店には、⾃分等⾼齢者には、こたえるね。組合員やめ
る⼈多くなる気がする。昔の散髪屋なので、今の時代は、体が動かない。頭も、議員さんに仕事をしても
らったら、⼩さな商店も、⻑く続くようにまもって下さい。できれば「同⼀労働同⼀賃⾦」ちがうか。

広島県

もっと国に対して優偶策をとる様働きかけてほしい ⼭形県
もっと⾃⺠党に影響⼒を持ちなさい。 神奈川県
もっと若い経営者の声を聞いてほしい。 ⼤阪府
もっと若い⼈のヘアースタイル講習おねがいします。 岐⾩県
もっと若返れ。 宮崎県
もっと政治に働きかけてほしい。 富⼭県
もっと接客について指導して下さい。 京都府
もっと組合員と組合に⼊ってない店との差別化 静岡県
もっと組合加⼊店の、コロナに対する真摯な取り組み⽅を、お客様に宣伝して欲しいです。 静岡県
もっと早い時何か考へておしえてほしかった。 三重県
もっと早い対応をして欲しかった。 栃⽊県
もっと早くから対策などしてほしかった 北海道
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もっと幅広く⼤勢の組合員の意思を聞いてもらいたい、集まると組合に対して不満の話がでる。 茨城県
もっと保健所と連携して指導を徹底すべき。 奈良県
もっと理容のイメージアップになるような事にお⾦を使って欲しい。 神奈川県

もっと理容業が明るくなるようなセミナー、イベントを感染対策を講じた上で企画、実⾏してほしいです。 富⼭県

もっと理容業に⽀えんしてほしい。 三重県
もっと理容業の事厚⽣省にアピールを。
もっと理容師になりたい⼈が増えるように若者にPRしてほしい。 熊本県
もっと理容室の安全をアピールして欲しい ⻑崎県
もっと理容連は現状を知るべき！国からの補助を断わる意味がわからん。 福島県
もとしかりしろ。 岐⾩県
もりかけ、さくらの追求 京都府
もろ⼀度⾒直をして下さい全組合員はそう思っている ⼤阪府
ヤクルト球団のポスターは全くむだ仕事には何も関係ない 北海道
やっている事が遅い、表⾯的 ⾹川県
やめたいです 京都府
やればできる。頑張って下さい。ニコ。 愛媛県
ユーチューブでPRして安⼼安全をPR。 ⼤阪府
ゆえに脱退者がふえている。 新潟県
ユニフォームに付けられる全理連バッヂを作ってみてはどうか。●みたいなヤツ。 三重県
よくはしてくれるけど、年会費などの集⾦がまだまだ⾼く、⽀払いが苦しい…。 ⼭⼝県
よくやって下さってます。ありがとうこざいます ⼤阪府
よりー層の頑張りを期待しています。 神奈川県
より具体的に発した⽅がよいと思います。 埼⽟県
より充実を期待します。 ⻑野県
より⼤きな、強固な指導⼒を発揮していただきたい、期待します 京都府
よろしくお願いいたします。 東京都
よろしくお願いします。 ⼭形県
よろしくお願いします。 静岡県
ラジオ、テレビ、ネットなどで、理容業のコロナに対しての取りくみをお知らせ下さい。 千葉県
リース業など新な営業⽀援の検討を充実させてほしい。 徳島県
リスクを負いながら⽇々営業しているので万が⼀感染してしまった場合の補償等、しっかりバックアップし
ていただける様な仕組み作りをお願いしたい。

岩⼿県

リモート、オンラインを活⽤したセミナーの開催 滋賀県
リモートセミナーは、⾼齢者の多い当⽀部では参加が少い。 ⾹川県
リモートセミナー等を考えてほしいです。 北海道
リモートで会議をするべき（リモートでできることがあるはず） 神奈川県
リモート会議、ライン、SNSでの資料配布 沖縄県
レジにアクリル板をつけたいのでくばってほしい 宮城県
レディースシェービングのポスターを作って下さい（年、4回各シーズン） 愛知県
ロングヘアブームでお客様の回転のびでしばらく苦しんでいます。 群⾺県
わからない 新潟県
ワクチンができたら、少しでも、お客様に接する⼈達に（理容業はシェービング）全理連の⽅で⼒を⼊れて
もらいたいです。よろしくおねがいします。

福島県

ワクチンが受けられるようになったら、できるだけ早く受けられるようにしてほしい。 愛知県
ワクチンが将来、組合員が安価か無料で接種できるようになれば良いと思う。 ⼭形県
ワクチンの接種が出来る様になったら早めにお願いしたい。 埼⽟県
ワクチンを早く接種出来る様国に働きかけて！ 岐⾩県
ワクチンを無料で接種出来る制度をお願いしたい。 栃⽊県
ワクチン接しゅの優先順位が上がる様に働きかけを。 福井県
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ワクチン接種の呼びかけ 北海道
ワクチン接種の優先を働きかけてほしい。 岐⾩県
ワクチン接種は若者から、⾏動と密をする年令だからお願いしたい 静岡県
ワクチン接種優先的に⾏える。 福岡県
ワクチン補助⾦（インフルエンザ等） 茨城県
わるい。 ⼤阪府
われわれ理容は、30％ダウンくらいが多いと思う、そういった⽅々も何か、持続化給付⾦などを、出るよう
にしてほしい。

宮城県

阿部マスクじゃないですが組合の⽅からマスクが来ましたが、もっと、数多くは、くばれなかったんでしょ
うかね。1枚じゃね〜形ではなく⼼がほしいです。

⻑崎県

安いサロンよりクラスターが発⽣したニュースより組合のサロンの安⼼感をうたってほしい。 島根県
安いマスクと消毒液を提供してもらいたい。 ⻑野県
安い床屋が増えて困っている（⾞で移動しているのも含め） 新潟県
安い床屋との区別をはっきりさせる。 新潟県
安い店（⼤衆）がいっぱいふえている 国、組合で料⾦の差をなくしてほしい アウトの店が繁栄している
組合員も努⼒している。
安い店が近くにあるので客もへってくるので苦しい。 滋賀県
安い店への圧⼒。 群⾺県
安い理容所の営業廃⽌。 新潟県
安い理容店に負けないメニューを連合会で作って下さい。 三重県
安床、1000円カット対策の事もあり、理髪券￥2000円をお客様に渡し次回来店事に利⽤してもらう。券の
⾦額は4000円なら2000とし、客はお店へは2000円を●残2000円は（国、県、市の税⾦）を出してもらうよ
う、全理連の⽅から働きかけてもらう。

富⼭県

安床との差を我々組合員・組合の上層部も考えるべき。 神奈川県
安床やめて⽅しいです。ぜったいにすべ●もっと考えて⽅しいです。 宮城県
安床をはいししてほしい。 新潟県
安床対策 静岡県
安床対策をお願いします。時流であきらめていますが 神奈川県
安床理店は1200円〜1500円の低料⾦で影響が出て居ます。組合の退会者も多く、理容師になる⽅少いで
す。本部の良いアイデアと知恵をお願いします。

静岡県

安⼼、安全をモットーに頑張っている事のアピールを、利⽤いただける事のアピールを！！ 新潟県
安⼼・安全をモット⼀にしたい。
安全だと⾔うPRをコマーシャルで流してほしい。！！ 岡⼭県
安全で有効なワクチン接種の実施 静岡県
安全のアピールの強化 福岡県
安全のアピールをしてほしい 愛知県
安全のメディアへのアピール（組合加⼊店の安全性）。 栃⽊県
安全安⼼をうたったCMを流して欲しい。 福井県
安全性をアピール。 岐⾩県
安全対策の強化 静岡県
安値ができ、組合にはいたない店ができ、組合も⼒がなくなりました。悲しいです。
以前、1回組合費を下げて下さいましたが、何もない時とちがい、少しはゆるめて頂きたい願いです。 和歌⼭県
以前2ヶ⽉分の組合費のいくらかの負担をしてもらったが、ありがたかった。 新潟県
以前から理容業界は衛⽣⾯には保健所などと⼀緒に取り組み今に⾄る客との距離が近いのにコロナがでてい
ない！のマスコミでのアピール

富⼭県

以前と今回頂いたフェイスシールドはクリア⼀度が低く使えません。 神奈川県
以前の様な機関誌（理容展望等）の発刊（年数回でも）がほしい。 栃⽊県
偉⼤なる先⼈達が成⻑させてくれた組合をガタガ⼒にしてしまった全理連の⽅々は将来あちらのせで先⼈達
にあやまるべきだ。なぜQBカットが悪い時に買収しなかったか？今こそ⼿当をくばらず組合員へ組合持続
代⾦をくばれ

岐⾩県
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意⾒、アイディア、発進をお願いします。 京都府
医者なり専⾨の⼈の意⾒を聞いてよい⽅法を教えていただきたい
医療⽤マスクを配布してほしい。 秋⽥県
⼀ヶ年にわたる連合会の指導には敬意を表したいと思います。⼤変ご苦労様です。 新潟県
⼀客ごとに椅⼦の除菌。加湿器。⾮接触体温計設置。店内アルコール。 岡⼭県
⼀時期、アルコール消毒液が⼊⼿、困難だったので、全国の⼤きな組織⼒で確保して販売してもらいたかっ
た。

神奈川県

⼀時代が終わり、⼀時代が始まるので、⼤きな改⾰が必要。 福岡県
⼀時的でも組合費減免お願いします。
⼀緒にがんばりましょう！！ 神奈川県
⼀緒に乗りこえましょう 北海道
⼀⼈⼀⼈が理容サロンガイドラインに沿い、徹底する、守っていくこと。 栃⽊県
⼀⼈経営者ですので、成り⾏きを⾒守っています。お客様を守り、店からコロナを出さないよう注意してま
す。

福島県

⼀⽣懸命に⼒をあわせて乗り切りましょう！ 和歌⼭県
⼀⽣懸命考えてくださっている事は承知のうえで、ポスター、配布物があまり活⽤する事がないので、他の
⾯でお⾦をかけていただけたらなぁと、時々感じます。

静岡県

⼀⽣懸命指導して頂いてありがとうございます、今後共よろしくお願いします。 島根県
⼀千万以上の経費を使いアンケートを取る必要がありますか。 宮城県
⼀旦弱者になりましょう。 ⼭⼝県
⼀店舗の者として、今後もっと活躍してほしいです。 秋⽥県
⼀度ではなく、そのつど給付⾦をだしてほしい。テナントなので家賃がとてもきつい。 愛媛県
⼀⽇でも早く安⼼、安全な⽇常が送れます事を祈念しております。 埼⽟県
⼀⽇も早くコロナが終息する事を望みます。 ⼭形県
⼀⽇も早くコロナの終息を願うばかり。 ⻘森県
⼀⽇も早く平和な⽇々に戻ってほしいの⼀⾔。 埼⽟県
⼀⽇中店を開けていても、お客様が⼀⼈も⾒えない時もある。組合費の減額をしてほしい。 神奈川県
⼀年に⼀回は溝習会を開く様に。 奈良県
⼀般社会へ業界をもっとアッピールして下さい。このままですと埋れてしています。 東京都
⼀般社会へ理容は、安⼼・安全コロナ対策も万全です！とマスコミへアピールしてほしい。 神奈川県
⼀般消費者に向けて、感染症対策を⼗分に⾏なっていることをもっとPRを！ 宮城県
⼀番の接客業なのに、いつでも国に除外されています。おかしくないですか？緊急時態宣⾔の中でも営業で
す。もうすこし考えて下さい。

秋⽥県

⼀番困っている時にマスク、⽀援⾦（組合より）消毒液等を⽀給して頂いた時には組合に⼊って居て本当に
良かったと思いました、ありがとうございました、感謝です。

埼⽟県

⼀歩進んだ対策、⽀援、情報の発信をお願いします ⼭梨県
茨城県でわ、いばらき、アマビーエしてるけど⾼年者は、メールーアドルスできない、メールーない⼈い
る、アマビーエ、きのうしてない。ほかの県でもしてるのがな。がんたんに

茨城県

員外店との差別化 埼⽟県
員外店と区別の為、組合加盟店のステッカーが看板をお願いしたい。 ⻑野県
員外店に対しても組合の対策等の情報を知せせ対応を取ってもらって理容業からクラスターの発⽣など無い
事の重要性を伝えワクを越えた対応の必要性を訴えたら良いと思う。

埼⽟県

引き続き情報、⽀援をよろしくお願いします。 栃⽊県
引き続き組合加盟店にできる、組合ならではの対策をお願いしたいと思います。 ⻑野県
飲⾷、旅⾏業界などが⼀番傷んでいるのは確かだが、その分救済もある、理容はもともと斜陽でジリ貧のと
ころ、このコロナで何の⼿⽴ても救済策もなく、「真綿で⾸をしめられている」状態全理連もっと考え
て！！

埼⽟県

飲⾷関係だけじゃなく、私達業界も接客に充分気をつけて⾏なっている消毒には特に神経を使うものの、何
の保障もない。消毒薬も品切れで⼿に⼊らない時期もあった

福島県

飲⾷関係だけでなく我々も⼤いな打撃を受けている。理美容業も国からの⼿当が必要！！ 神奈川県
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飲⾷業だけでなく理容業もかなりしんどいので、給付⾦などをいろいろお店にも給付してもらえるとうれし
いです。

広島県

飲⾷業会等給付⾦が出ているのに理容業会も多少の給付⾦があるとコロナに対してのはげみになると思う。 千葉県

飲⾷業界に多くの保障を出していて、サービス業（理・美容）業界の保障もしっかりしてほしい！。 埼⽟県
飲⾷業組合は消毒液等の助成⾦があるのに⼀番近距離で⼈と接する仕事なのに組合は、何の助成もないのは
おかしい。なんのための組合費なのか、こんなんでは、組合脱退するかもしれない。

宮崎県

飲⾷宿泊業は、GOTOなどで保証されているのに我々業界は恩恵が薄いと思う。⾃⼰努⼒も必要だが限界が
ある

⻑崎県

飲⾷店、医療機関だけでなく、⼈に接する理容関係にも、もっと関⼼をもってほしい。 岐⾩県
飲⾷店・⼟産店に使う商品券をサービス業にも使えるようにしてほしい！ ⼤阪府
飲⾷店が休みになれば、床屋へお客様の来店回数が減ります。飲⾷店と同じ補助を求めて下さい。 神奈川県
飲⾷店だけでなく理美容も休業要請を出して、保障⾦を⽀給する等の対応が必要なのでは？ 埼⽟県
飲⾷店にくらべ、理容業の休業補償⾦が少なすぎるのはナゼ？（20⽇で100万円と12⽇で20万円て…）。 愛知県
飲⾷店には時短営業等で給付⾦がでているが、理容業には時短営業しても給付⾦が出ないのが、納得できな
い。経営が厳しいのは⼀緒です。
飲⾷店のように店によって感染対策がまちまちにならない様に組合としては、しっかりとガイドラインの周
知を、おこなってほしいまたお客様はしゃべるのでシールドの設置等も必要かもと思う（⻭科や美容店では
そのような店も⾒られるが）

埼⽟県

飲⾷店は、売上げが落ちたり、時短を守れば、助成⾦がもらえるが、私達には何の保障もない、スタッフ⽀
払う給与が⾜りない。解顧はしのびない。困っています。

群⾺県

飲⾷店ばかり⾼額な協⼒⾦はずるい。休業ならばともかく、10時終わる店であれば、1〜2時間早めるだけ
で4〜5万なんてずるいと思う。なので理容業も売り上げだいぶ下がったので、協⼒⾦がほしいと思う。

岐⾩県

飲⾷店は⽀援⾦とかありますが理容美容が対称にならないのはどうかと思います。 岐⾩県
飲⾷店まではいかなくても、国と組合で補助⾦が必要。 茨城県
飲⾷店よりもお客様と近きょりで接する職なのに、政府等から何の⽀援もない、感染地域はほぼ休業じょう
体になったりとする。とにかくもっと政府に働きかけを。

福井県

飲⾷店等は補助⾦がもらえるが何故理美容業等はもらえないのか？東京では出るのに何故？都が都の税でや
るならわかるが国から出すなら全国でしてほしい。

群⾺県

宇部はアウトの店が多くコロナによりいっそう安い店の全国チェン店にくわれている感じである。⾃⺠党に
いろいろ要求しても意味がなかった気がする。

⼭⼝県

運営活動についてよくやっていただいていると思いますが、それが⾏きすぎて無駄になっている部分もある
のではないかと思う。全体を⾒て簡略化できる所は変えて⾏くひつようがあるのではないか。役員があまり
⻑い政権を持つと事業がマンネリ化して⼤切な事（時代に合った）が⾒えなくなり、判断を遅らせてしまう
事になりかねないと思います。（スタッフ全体でこれからも頑張って下さい。）

埼⽟県

運転資⾦の⽀援が必要。
運転資⾦の融資を受けても收⼊が少なく返済困難。アルバイトをしている⼈が2／3位いる現状です。 新潟県
営業から53年、今年75才になりました。コロナ禍の営業は思ってもいませんでした。地域の⼈に守られて
頑張っています。収束を祈っております。

新潟県

営業していて、どうしたら、お客様から、コロナをうつされないか ⽯川県
営業セミナーの開催 愛媛県
営業できるありがたさと、営業しなければいけない恐さがある。フェイスシールドを送られるより、より具
体的・⾦銭的に⽀援してほしい。

神奈川県

営業などのご指導などこれからも信頼していますのでよろしく ⽯川県
営業の⾃粛を視野に⼊れて 愛知県

営業をはじめて、組合費をずっと払っています。この困難の中、助けになるのは、現⾦⽀給だと思います。
⾮組会員と組合員の差は、こういう時に、本部の⽅から、⽀援があるのが、本当ではないかと考えます。

宮崎県

営業回復への知恵やアイディアを教えて欲しいです。 新潟県
営業給付⾦を今⼀度出してもらいたです。 東京都
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営業⽀援 愛媛県
営業⽀援をもっと拡充してほしい。 神奈川県
営業時間、休⽇の⾃由化 千葉県
営業時間の⼯夫を考えてほしい 広島県
営業⾃しゅくとか休業措置とかならない⽤連合会は頑張って欲しい。 千葉県
営業⾃粛等理容業全国⼀律にしてほしかった。県によっては、補助⾦が出た所があったのはおかしい。愛知
県は⾃粛補助⾦が出ている。

静岡県

営業上、利⽤可能な助成⾦等の制度の情報（詳細なデータ）がほしい。 ⼤阪府
営業上に特にかかせないマスク、消毒薬（特にエタノール）の購⼊が出来ればと思う。（コロナでなけれ
ば、通常は各店で⽤意出来るが、緊急の場合はむずかしかったので。）

埼⽟県

営業短縮を連合でやらないのですか？ 神奈川県
営業年数約52年になものですが、店椅⼦も取り替えるか、直すかしたいのですが…、今の状態では、買⼊も
むずかしい。中古で良いものがあれば、⼜直しも近くでやっていただければ幸いと思います。

茨城県

永年、組合費を納⼊していても、組合としてなにも、やってくれていない。 栃⽊県
衛⽣管理はどんな時もあたりまえにする、お客様の建康を守る。 福井県
衛⽣講習やコロナの講習を受けている店に対して（組合員）のみの給付⾦とかがあれば良いと思います。 ⻑野県
衛⽣講習を⾏ってコロナ対策をしている等、マスコミにPRしてもらいたい。 群⾺県
衛⽣消毒に対して、順守運動を毎年開催してきたことは全国の理容組合店に有益な事業であったと再認識し
た。集合して⾏う講習会ではなく、全理連がリードしてリモートでの開催や、動画配信などをすすめていた
だきたい。

滋賀県

衛⽣⾯には特に気を付けている ⾼知県
衛⽣⾯のアピール、冬のあとには春が来るを信じて頑張る。 千葉県
援助感謝！ 北海道
仮にコロナ感染者が組合員に出たとしても差別化しないで欲しい 群⾺県
何かあったら組合員で良かった。安⼼出来る様早く柔軟なんに対応してほしい 福島県
何かとお世話様に成っております。有がとうご座居ます注意して前進有るのみです。 広島県
何かと⼤変だとは思います。御苦労様です。 ⿅児島県
何かの時はすばやい対応をよろしく御願いします 北海道
何か底料⾦店舗の、対応が、ありますか？ 福井県
何でも理容組合が率先して要請をうけてはだめ。 愛知県
何にかにおつかれさまです。いろいろありがとうございます 宮城県
何のじまんをしたいのか、組合はやくにたたない事が分かった（コロナのおかげ） 広島県
何のほしょうも無い。 栃⽊県
何の意⾒もないですね 茨城県
何の給付⾦も対象にならない。なんとかならないか？
何もあてにできない
何もしてくれない。いつも思うが、組合は何のためにあるのだろう。 ⼭⼝県
何も期待いたしません。 群⾺県
何も期待はしてない。いつまでも年寄がいすわっている組織に興味ない。 福岡県
何も⾔いたいことありません。頑張って⽣きます。 奈良県
何をどうしたらいいのか迷っている状態で、しばらく成りゆきを⾒守ろうとするしかないです。何か全理連
の⽅から働きかけていただければ、助かります。

⼭形県

何をどうしていいのかわからない。店がつぶれる 北海道
何回か御⾒舞⾦をいただき⾮常に感謝いたしました 群⾺県
何故にこのサイズ？？？ 静岡県
何事も対応を早めに。 神奈川県
何時も、ご苦労さまです。 静岡県
何⼗枚と配られるステッカー不⽤です。 千葉県
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何処へも⾏かないから何でもいい」と考えている⼈が多いように感じます、こういう時だからこそ頭スッキ
リ気持良く過して下さることを願っています、早くワクチン・薬が出来、平常の⽣活が戻りますように！

⼭形県

価格協定だめか。 三重県
加湿・冬、夏・換気。 北海道
加⼊しているメリットが感じられない。 神奈川県
加⼊しているメリットが全く感じられない。組合に⼊らなくても⼊っても同じ⽴場では、全くおかしい！☆
皆、組合退会してしまいます。

岐⾩県

可能なら今年（2021年）もう⼀度、⽣衛⽤品の配布を希望します。3、医療従事者のみが、最前で働き世の
為、⼈の為に評価されがちだが、我々の業界も常に感染リスクと闘いながら営業しています。国⺠に対して
アピールをお願いします。

茨城県

家から出歩が無い、何の⽬的もない、⽼⼈は⾏く所ろも、髮すら切りにこられ⽔無しにこぼしています。 岐⾩県
家でバリカンを購⼊されて、家族の⽅がされてる顧客は戻ってこない。 京都府
家族で営業している店は売上操作が出来るが従業員がいると⼤⾚字でも持続化給付⾦がもらえない。 群⾺県
過剰な対応は⾃らの⾸をしめる。しいては理容組合の全体の⾸をしめることになると思う。 群⾺県
過敏反応しないで、静かに、調髪の⼤切さ、コロナ終息に向け、頑張りましょう！ 北海道
我が⽀部では、積極的にマスク、消毒液の販売をしお客様にもよろこばれました。 岩⼿県
我が組合はよくやってくれている 神奈川県
我々がクラスターの原因になることが恐しい（外国では、営業を停⽌していた） 茨城県
我々のために頑張って下さい。 埼⽟県
我々は⾼齢者の為コロナが収束し元通りの⽣活に戻ればそれでいいと思う。 ⼭⼝県
我々は他の職の⽅々に⽐べると仕事が続けられている事に感謝です、ありがたいですね。 埼⽟県
我慢 茨城県
我満の時です。
臥薪嘗胆で⽣き抜こう。 兵庫県
介護施設への出張訪問理容の理容料⾦の補助申請等、国へ働きかけてもらいたい。 茨城県
会ひが⾼い
会員の為に良く頑張ってくれていると感謝します。 ⿃取県
会議などコロナで少なくなったが、これからも最低げんにしてほしい、少なくても出来る事がわかったし、
密にもならないので。

京都府

会合等の積極的⾃粛、不特定多数の⽅々と接する⽣業である為。 福井県
会費が⾼い 東京都
会費の減額。 愛媛県
会費の減額や免除を！ 福岡県
会費の減免。 三重県
会費の値下げをお願いしたい。 福井県
会費の納⼊。 秋⽥県
会費の猶予・減免。 福島県
回答⽤紙、⼤きすぎ！ 栃⽊県
回覧。 秋⽥県
怪我や病気（コロナをふくむ）による営業できない時期の⽀援借⾦融資ではなく保険のようなもので 福島県
改⾰・前進は⼈事が基本。時代に合わせた組閣を望む。 ⽯川県
皆が笑顔になれるように。 岐⾩県
皆さんがかからない様気をつけたいものです 奈良県
皆さんがんばっていると思いますから
皆さんどの業種も⼤変御苦労されているのは、理解していますが今現在飲⾷業で短縮営業、⼜閉店などお店
を開けないのとは逆に私たちの理容業は開けていてもお客様が来ないという⼀番つらい状況にあるのを組合
に⼊っているからこその還元や取組をお願いしたいです。

千葉県

皆さんの努⼒で理容室での感染が今の所聞いていないけど熊本も1000⼈をこえてしまいましたこのまま
サービス業としてあたり前の1⽇1⽇で終れるよう協⼒していきます

熊本県
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皆さん頑張りましょう！！
皆さん⼯夫をして頑張ています、本当に店はひまで今の時刻はラジオ体操みたい1．2、1．2です。 広島県
皆さん⼤変だと思います。気持でいいですが、組合費の中から御⾒舞いがほしいです。 ⼤阪府
皆で頑張ろう。 広島県
皆で乗りきって終息の⽇を待ちたいです。うちは家賃、⼈件費がいらないので有難いです 奈良県
皆で⼒を合せて乗り切って参りましょう ⼭形県
皆んなガンバッテますけどガンバリ過ぎないように！ 愛知県
皆んながんばる⽤に ⻑崎県
皆々様と早くこの、コロナが消滅するよう頑張りましょう。御苦労様です。 千葉県
皆様、あたりまえだと思いますが、この仕事は、⽇々、担々と⾃分、お客様との満⾜度の喜びに尽きますよ
ね。

群⾺県

皆様が協⼒をして下さっています。 ⿅児島県
皆様のいろんな智恵等を考えてくださって、安⼼してます有り難うございます。 福井県
皆様も⼤変な時なのに感謝しております。これからもよろしくお願いします。 北海道
皆様⼤変でしょうが、がんばって下さい。 島根県
皆様⽅の独⼒が伝っています。 北海道
開店、休業状態、組合費、⾼いのでやめようか？ ⼭形県
外出できない⾼齢のお客様にとって床屋さんは数少ないアミューズメント体験の場となっております。会話
で楽しめて、セットでスッキリして、くじなどでドキドキなプレゼント企画をよろしくお願いします。

栃⽊県

外部役員等を取り⼊れるべき 福井県
各1個⼈店舗への先⾏するコロナ禍に対する早期のポスター、ステッカーの配布に感謝してます。 ⾹川県
各サロンで⾏っている、コロナ対策を⼀般にピーアールしてほしい。 広島県
各県ごとのこれからの理容業界はどうあるべきか？再指導セミナーが必要。 佐賀県
各県の組合に対する割当⾦をしばらくは減額する。すべてに最少減にする。 福岡県
各県組合への⽀援などをいただき感謝しております。 ⾹川県
各県地域の⼯夫⼼あふれる●を呼びかけてほしい 神奈川県
各個⼈店どこも⼀緒。皆に向け、消毒などの徹底アピールと応援メッセージをっ！！ ⼤阪府
各⾏事が中⽌に成っているのでその費⽤の運⽤では… 京都府
各⽀部が会議等⾃粛しているのに、全理連の会議も⾃粛するべき！！ 北海道
各事業が中⽌になる中で組合離れが⼼配です。組合としての対策など教えてほしいです。 兵庫県
各⾃が頑張るしかない。 福井県
各⾃で頑張るしかないのでは？ 静岡県
各⾃に⾃覚を指導する事は⼤切。 福島県
各種講習会をぜひぜひオンラインで開催して下さい！！⼤きい都市では恐くて⾏けません！！ 岩⼿県
各種⽣活衛⽣組合の横の政策をしていますか？ 宮城県

各組合員に対して、援助⾦を出して下さり、有りがたく思っています。⼜、対応が早かったのがよかった。 茨城県

各組合員に対して。⾊々と対策を取っておられるので有難たいです。 ⿃取県
各達⼈さんの苦労した実話等記事。 福島県
各地の情報の提供強化 兵庫県
各店がこの時期を元張って乗り越えるより他はないと思う。 埼⽟県
各店の⾃由な営業時間、休み作り。 ⼤阪府
各店⼗分注意していただき、業界内でクラスターなど出さない様、お互いにがんばりたい。 ⻑崎県
各店⼤変な時期だけど、理容業を守りぬいて⾏こう。 北海道
各店舗（特にコロナの影響が著しい）に対しての出来る限めの⽀援が有ると有り難いと思いますが⼤変難し
い事であるとは思いますが…

⻑崎県

各店舗に何かを配布するエネルギーは無駄と存じます（理事⻑からのハガキ等） 神奈川県
各店舗に今後広がらないように全理●連に呼びかけ注意もうながすを 愛知県
各店舗の充分な対策の要求を徹底する。 神奈川県
各都道府県組合にお客様の施術時のマスクの着⽤の徹底を促して頂きたいと思います。 ⼭⼝県
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各⽅⾯に声をとどけていただき、連合会の努⼒に感謝している、⾃分達も残り少ないと思うが、業界のた
め、連合会についていきたい。

岐⾩県

格別ありません。 ⼭形県
活動の無い組合費のありかた。 愛媛県
活動内容、お⾦の流れが不透明。 千葉県
感謝しております。
感染が広がり、コロナに感染した無症状のお客様が来られていたとしたら、こちら側としては防ぎようかな
い事は、皆が思っている。緊急事態宣⾔が出された⾃治体の、組合加盟店は、その⾃治体から保証をもらい
休業して感染拡⼤防⽌に協⼒できる様にしてほしい。医療機関ですら、防げない様なものをこのガイドライ
ンで防げると思うのは妄想でしかない。そしてこの際に組合加盟店と⾮組合店では、⾏政の⽀援に差が出る
事を望みます。

新潟県

感染が広まった時にはカットのみの提供をよびかけて短時間での施設にした⽅がよいのでは。かおそり等は
マスクをはずさせるためお客様も⼼配している。

栃⽊県

感染が終息しないまでは、各理容組合の会合、会議等は極⼒控えた⽅がいいと思います。 静岡県
感染した時の店への援助等考えて欲しい。 東京都
感染しない、させないのポスター良かったです。ありがとうございます。 愛媛県
感染しない、させないの気持を持続していけると良いと思う。 岐⾩県
感染しないさせない組合員⼀丸となって頑張りましょう。 愛知県
感染しないさせない対策をポスターより考えて下さい、それでないと組合などいらない 茨城県
感染しない為の消毒アピールが⼤事なのでお客様に安⼼して頂ける様努⼒しています、その為になポスター
安全アピールの強化

愛知県

感染すれば閉店だと思います。⼗分注意して頑張りましょう。 ⼤分県
感染のうたがいが⾃⾝であった時、すぐにPCR検査を受けれる対策を組合でとってほしい。 岩⼿県
感染拡⼤防⽌のためのポスターが1番客に対して効果があると思います。 岐⾩県
感染者の出た店の消毒法や、感染ルートを、教えてもらって、参考にしたい。 新潟県
感染症、⼤変ですが頑張って下さい。 静岡県
感染症の情報を分析して速く情報を流して欲しい（仕事をする時安⼼出来る様）。
感染症拡⼤の中、サロンへ消毒（保健所etc）や感染症に対する組合としての保障の案が何もないのでは？ 岩⼿県
感染症対策での設備に対する資⾦の補助⾦の充実を今よりも何倍も充実させてほしいです。 岩⼿県
感染症対策に努⼒していることをアピールし、顧客に安⼼してもらうこと。 ⾼知県
感染対策している店としていない低料⾦店を保健所、厚⽣労働省に明確にしてもらう。 東京都
感染対策の1つ1つていねいなリモート講習を受けたい。 宮城県
感染対策の徹底が⾏きわたってない段階での、理容は安全ですアピールはやめてもらいたい。実際、感染リ
スクはかなり⾼い職種である事を忘れてはならない。しかし、リスクを減少させる対策はできるので対策の
徹底を呼びかけてほしい。

⼭形県

感染対策を各⽀部単位で、紙での連絡だけではなく、集まってソーシャルデスタンスに気をつけて⾃由に話
をしたり、聞いたりしたかった。

新潟県

感染防⽌に対する意識が低い。（個⼈の対応⼒）。 愛知県
感染防⽌の為、各サロンの営業回復に向けて普及に努めて下さい。 愛知県
感染防⽌へのサロンの具体的な対策法を指導していただきたい 熊本県
感染防⽌対策の情報を沢⼭発進いただき感謝しております。 ⼤阪府
感染防⽌対策等よりも、低料⾦店舗のいちぢるしい進出にとにかく、残念な気持ちでおります。お客様の減
少には、痛い所ですので、何組織的に具体策を真険に取りくんで下さいよ。

⻑野県

感染予防のアイディア、⼯夫している事があったらおしえてほしい。 新潟県
感梁しないさせないために⾃⼰の健康管理をしっかりとすることが重要。コロナの感染⼒が強くなる⼼配が
あるため

愛知県

換気と消毒は絶対なので、各々の店舗に合った換気の仕⽅、換気扇等の増やし⽅を指導した⽅が良いので
は、ないか。まだまだ⼿つかずの店舗もあるように思うので。

千葉県

換気についてAIなどを使ったシュミレーション店輔の換気扇、窓の位置によってどのように空気が流れるか
詳しく知りたい。

兵庫県
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換気のため、暖ぼう費がかさむので、補助してほしい 宮城県
換気以外の⾶沫感染防⽌の⽅法を考えてほしい。 埼⽟県
換気設備設置のための⽀援と組合で考えて頂きたいです 千葉県
簡易的な、仕切り、ガードの供給を、して頂きたい。 福島県

観光業や飲⾷業の⽀援はされているのに私たち理容業、美容業はなぜここまで⽀援がないのか不思議です。 広島県

観光業や飲⾷業ばかり助成⾦でてますが、理容業もコロナ感染者が増加するとお客様は遠のきます。理容組
合から声をあげていただき売り上げ関係なく少し助成⾦を出してもらいたい。

神奈川県

間2の所に記⼊してしまいました。 福島県
間違った事をしている。 広島県
間接的に影響があるのでぜひ⽀援をおねがいします。 岐⾩県
関係団体にもはいりょされ、どうどうと美容室で…カットetcいわないで、公平性を担保してほしい。 京都府
丸苅でなんでも個性としての社会になり服装にしてもそうなんでしょうネ 北海道
頑張 新潟県
頑張って。 ⼤阪府
頑張ってください。 神奈川県
頑張ってもらってると思ってます ⻑崎県
頑張って下さい 福井県
頑張って下さい 熊本県
頑張って下さい 神奈川県
頑張って下さい。 ⼤阪府
頑張って下さい。 群⾺県
頑張って下さい。 福岡県
頑張って下さい。 ⼤分県
頑張って下さい。コロナに負けず… 岐⾩県
頑張って下さい。ご苦労様です 東京都
頑張って下さいませ。 愛知県
頑張りましょう 京都府
頑張りましょう 岡⼭県
頑張りましょう。 岡⼭県
頑張りましょう。 岩⼿県
顔そり、マスクの着⽤の有無（お客様が） 広島県
顔そりなしの緊急⾮常事態宣⾔を出してほしい。⼀番危険で⼀番難しい技術、カットと顔そりセットにしな
いでほしい。若い世代の⽅が顔そりがあればやりたいと思わないと思います、怖いだけです。換気扇は5つ
回します、寒いので服はしっかり着てもらい電熱⼊り膝掛けとコタポン渡します

⼤阪府

顔そりをする理容店だが安全だ！！ということをもっとアピールしてほしい！ 埼⽟県
顔そり希望のお客様が多いので技術者がマスクをすれば良いのでは？ ⾼知県
顔剃り時、マスクは？
器具etc⽤消毒を供給してください。
基本的に⾃分が感染しない様気を付けています。 静岡県
基本的に消毒に関しても、理解していないお店が多いと思います 茨城県
岐⾩県中央⽀部の総会を開催しますが、僕は反対です。 岐⾩県
岐⾩理容組合 愛知県
希望者に消毒⽤エタノールを配布してほしい。薬局へ⾏っても品切である。もちろんお⾦は払います。 兵庫県
机にいていたのでは本当に組合という物について本当に考えているのでしょうか。 北海道
期体していない！ 栃⽊県
期待してます。 ⻑崎県
期待してません 北海道
期待する事は何もない。 東京都
期待はしていない。 東京都
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気つかいありがとうございます 北海道
気のゆるみが⼀番怖いので常に声かけする。 千葉県
貴族みたいな事はやめて理容業界全体に貢献してほしい。 神奈川県
宜しくお願いします。 千葉県
宜しく御指導をお願い致します。 東京都
技術セミナー等オンラインで⾏うべき 広島県
技術など営業に関連していないポスターや新聞は必要ないと思います。経費削減してほしい。 佐賀県
技術者かコロナの陽性者でないことを証明するための、簡単で安い費⽤で検査出来る事を全連の組織で出来
ないものでしょうか？。

新潟県

技術者が基礎疾患があるので⼼配です。 静岡県
技術者に合った防具の開発。 愛媛県
技術料の値上げができる様がんばってほしい。 千葉県
技能実習⽣や、外国⼈、アルバイト、パートなどが働きやすいように、国家試験の多⾔語化。または無資格
での従事要件の緩和について議論をすすめるべき。

神奈川県

客とのソーシャルディスタンス1m以上ありえない。 群⾺県
客と接触するので、ワクチンの早めの接種お望む 新潟県
客⾜がのびている、⾼れい化している新規客がとれない 群⾺県
客⾜が減る⼀⽅でしばらく望みが持てない経営が続くと思います。今後の対策として、どうにもならない⾃
然災害が起きた場合何と云っても⾦銭問題が⼀番の困まる要因です。組合独⾃の保険制度でもあれば救済に
なり共に乗り越えれるのでは…と思います。（全員は無理で希望者に限りにして…）

岩⼿県

客待ち等のパーテーション、マスク、等に、全理連から、補助⾦を出してもらいたい。飲⾷業だけではな
く、理容業も困まっている事をもっと、わかって欲しい。

神奈川県

休業の際は、給付⾦が出るといいですね。 福井県
休業宣⾔が出た時は理容業も休みたかった。 群⾺県
休業対象にしてほしかった 岐⾩県
休業保障をしてほしい 北海道
休業補償や、感染拡⼤防⽌の協⼒⾦等の資⾦ 神奈川県
休業補償を個⼈でかけている⼈でなく組員全員にしてほしい 静岡県
休業要請の対象にならなくてよかったです。補償もないのに休業させられるのは正直厳しいので。 兵庫県
休業要請外になったため、売り上げだけが下がり、公的補助⾦を受けられなかった。スタッフ、1⼈2⼈で営
業している店では、補助⾦を受けた⽅が助かるという意⾒を多く聞いた。

静岡県

休業要請施設から除外でありなおかつ感染リスク⾼の業種であるので消毒衛⽣⾯、経済⾯等の⽀援対策を績
極的に継続して講じることを強く願う。

北海道

休業要請対象外の決定以降、全理連の対応には⾮常に憤りを覚えると同時に、失望をしました。時の権⼒者
にこびへつらい、我々組合員にはハガキ⼀枚で我慢を強いる…「やってます」アピールはもう必要ないで
す！！来店してくださるお客様に「さすが、組合店だね」といわれるような、対応をこれからでも遅くない
のでとってもらいたいと思っております。

群⾺県

休⽇、営業時間、料⾦…今のままでは、「若い⼈はこの業界にはこない！」 静岡県
給付、助成⾦の⼿続きのやり⽅について、もっときちんとした情報がほしい。 茨城県
給付⾦（国）に対して、飲⾷店ばかり出て、どうして、理、美容業界は、出ないのでしょうか？お客様との
密接に対して、とても不安です。

北海道

給付⾦（組合）が少ないと思う。1件あたりに対してこういろ時だからこそしっかり出してほしい。（組合
費を出すばかりではいけないと思う役員報酬を考えてほしい！！

⼭⼝県

給付⾦、助成⾦などの対象枠を、広げてほしい旨を、国に要望してほしい。（特に⼩規模店、家族経営店） 新潟県

給付⾦、助成⾦などをもらい易くなるように、働きかけて欲しい。名⾏政に！。 神奈川県
給付⾦がほしい
給付⾦がもう少しほしいです。
給付⾦など（がいとうする様に） 愛知県
給付⾦のお願い。 岐⾩県
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給付⾦は助かりました。ありがたいです。 埼⽟県
給付⾦も助かってます。 埼⽟県
給付⾦やマスクなど配布していただいて、助かりました。 茨城県
給付⾦を、飲⾷店だけでなく理容も助けてほしい！！ 岐⾩県
給付⾦をお願いします。 富⼭県
給付⾦を配ってほしい。（協⼒⾦など） ⼭梨県
給付⾦援助をして下さい。1店として10万円以上〜50万円様⼦（100円＋10円）を廃⽌して下さい。組合費
も休⽌して下さい

静岡県

給付⾦下さい。 北海道
給付⾦進めてほしい 熊本県
旧体質の脱却が無ければ、組合の存在意味を無くすのでは ⼤阪府
去年2⽉末に組合にマスクやアルコール消毒液の備畜はあるか聞いたら、何も考えてなさそうな返事だった
ので頼らないでおこうと思いました。

⼤阪府

京都理容組合よりマスク⼊れよりもマスクとアルコール消毒剤性を望むマスクの着⽤が⼀番⼤切である 京都府
競技会を財政（財⼒）豊かな東京都での常時開催にしてほしい。 埼⽟県
競技会全国⼤会は無駄なのでやめてほしい！ ⼤阪府
競技⼤会2年に1回で世界⼤にあわして。 奈良県
競技⼤会のコロナ禍での開催についてのあり⽅。 福島県
共にがんばりましょう 千葉県
共に頑張りましょう。 岩⼿県
共済における貸付は、できないでしょう。 福島県
共済保険での店舗リカバリー資⾦ 北海道
共助、公助の必要な会員さんにはよろしくやってあげて下さい 京都府
共助公助としての⽀援をお願い致します。 福岡県
協⼒⾦を出してほしい。なんのための組合なのか？このままだと、組合をやめる店が増える。引きとめられ
ない

岐⾩県

協⼒⾦等のはいふ。 福岡県
協⼒店として参加したのなら、今後組合として持続化給付⾦を出してほしい。
強⼒指導をするべき、しっかりと頑張下さい。 愛知県
恐る恐る仕事している。 岐⾩県
興味深い冊⼦作りをしてほしい！ 千葉県
業会関係者には感謝する。 富⼭県
業会団体とて⾦せん⾯でのえんじょを 奈良県
業界・組合店がコロナ対策・消毒等実⾏している事を強くコマーシャル・メッセージをして下さい！ 北海道
業界から出さない為に、皆様の健康第⼀、頑張りましょう。⼼遣いありがとうございます。 神奈川県
業界から陽性反応が出ない様に⼼がける。
業界が安全対策を⾏っている事を、メディアにアピール！ 東京都
業界でしっかりとしたコロナ対策の呼びかけをしてぜったいに理容店からコロナが出る事のないように皆で
気をつける意識をもってもらいたい。

宮城県

業界として、感染、クラスターと⾔うのを聞いてないので今後共、安⼼、安全でいけたらと思います。
業界として、特措法に⼊れるべき情件を討議作成し、良き案件を提唱するべき。⽀援（対処するべきことに
は⾦融等）

福岡県

業界としての取り組み活動を、外部にもっと広報して貰いたい。 栃⽊県
業界にワクチンの早期配付が可能か否か御検討頂けたらと思っております。
業界の情報発信（組合員向けでなく消費向けに）メディアに取り上げられるような。 宮城県
業界の存続及び発展に組合員団結し、進んで⾏きましょう。頑張ってください。 千葉県
業界⼈は、もっと豊かになるべき。（⼈⼀倍の苦労と労⼒をしてるため） 福岡県
業界全体で安⼼安全をアピールしましょう。 東京都
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業界的にもうかる業種、（例、⾃動⾞（→エコカーとか）、電器（昔なんかあった）など）は政治家に献⾦
して国の⽀援をうけているが理、美容業は冷遇されいている。Goto散髪はないのか？トラベル、イート、東
京都の休業補償は、店舗あたり50万円理美容は30万円、業界はばかにされている。

⼤分県

業界独⾃の団体保険のA．B．C．D．Gの保険ですが、いくら掛け捨てとはいえ何⼗年何⼗万円と掛けて廃
業とか脱退したら1円ももらえず、掛けた⾦額とか年数に応じて何％とか還元してはいかがでしょうか？宜
しくお願いします。

三重県

業界内でのクラスターを絶対に出さない。今、⾵評被害がもっともこわい。 広島県
業界内で感染者が従事者にいるのか伝わってきません。 新潟県
緊急事態宣⾔が出た時、理容は営業できる様に圧⼒がかかったと聞きましたが、あの場合、営業をしてもお
客様もほとんど外出されず、営業をしてもお客様のこない⽇が続きました。理容を除外せずに協⼒⾦をも
らった⽅が良かった様に思います。何事も組合の⼒でおさえるならもっと、組合員の為になる事を考えても
らいたいです。他の職業の組合員の⽅から聞けば、理容組合の組合費はなしで「安い⽅ではない」みたいな
のでこんな時こそ組合員を助けてほしいと思います

埼⽟県

緊急事態宣⾔が出た時に、お客様が減るので、時短営業、休業要請の対象になるようにしてほしい。補償が
何もなくて⼤変だった。

新潟県

緊急事態宣⾔が発令された時に、⽣活必需品の枠から外して欲しかった。給付⾦を出して休業要請を出して
欲しかった。危険と隣合わせで怖い。

愛知県

緊急事態宣⾔ではなく、⾃粛要請の対象外でした。国がこの様な対策を取ったのです。
緊急事態宣⾔など営業に制限をかける政策の枠内に理容業が⼊らないよう、積極的な提⾔を今後も⾏ってほ
しい。

⻑崎県

緊急事態宣⾔により、店を休んだ時の保障。 愛知県
緊急事態宣⾔の出ている時は、顏剃りはしないことを全体で統⼀して頂きたいです。 愛知県
緊急事態宣⾔や営業⾃粛要請が出たら理容店も⼊れてほしい、客が来ないのに営業するのは地獄、勝⼿に休
んでも、協⼒⾦は出ない！！

神奈川県

緊急事態宣⾔下では、組合店に対して休業要請と持続化給付⾦の案内を出してほしかった。 神奈川県
緊急事態宣⾔後のマスクの配布は助かった 愛知県
緊急事態宣⾔時、組合で営業させろと⾔ったらしいが、休んで補償してもらった⽅が良かった。 静岡県
緊急事態宣⾔時の理容室、制限対象外を国に働きかけていただいたことは感謝しています。 和歌⼭県
緊急事態宣⾔時対象にして下さい。休業にしても助成⾦がでません。 群⾺県
緊急事態宣⾔前後の⼩池都知事発⾔のゴタゴタについて、対応が良くなかった、結局休業要請からは外れた
が、⼀般からは業界団体からの圧⼒に⾒えてますますイメージダウンにつながったと思う、⾔うべき事は
しっかり⾔ってその後のフォローもきちんとするべき、エステ業界の倒産がとりざたされているが、次は理
美容の危機。

埼⽟県

緊急事態宣⾔中は、スタッフへの感染を無くす為休業（⾒舞い⾦給付つけての）しても良いのでは。 愛知県
緊急時の迅速な対応、対策、⽀援をお願いします。 神奈川県
近年は組合加盟店の⽅が理容技術や店ポに対する意識が低いように思う 兵庫県
⾦銭⾯で、何か⼿助けの⽅法ないものでしょうか？ ⼭形県
苦しいです。 三重県
苦しいです。 愛知県
苦しいのは飲⾷店だけではない事を国に伝えてほしい。 東京都
苦しい時代ですが、皆で⼒合わせて頑張りましょう！！ 福岡県
苦しみ乗り越えパワフル全連 兵庫県
空気清浄器を理容組合で格1店へ置く、保健所でいぜん（たんつぼ）を義務がしている⾒たいに？国からの
助成⾦を出してもらって、格安の⾦利で！

⾹川県

空気洗浄品、消毒液、マスクありがとうございました。
熊本の理容組合は機能していない。組合費がもったいないのでやめます。 熊本県
熊本県理容組合の会計担当の組合費の使い込みの件をハッキリさせて下さい。組合員として詳しく聞く権利
がありますからね。あまり⻑引くようであれば、「脱退」を考えている⽅が数名いらっしゃいます。（コロ
ナ関係とは違い申し訳ありませんが…）

熊本県

群⾺県は「ストップコロナ店」のポスターが、サロンドジュンなどアウト店がアピールしていた。 群⾺県
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形だけのコロナ対さくでなく⼀⼈⼀⼈がきちんと考えて⾏うなる様にするべき 神奈川県
経済を下ざさえするためにも、国⺠あたり10万円の⽀給をもう⼀度やることを国や関係議員にはたらきかけ
てほしいです。

栃⽊県

経済⽀援 助けてほしい。 兵庫県
経費をかけないで。 新潟県
経費を減らし組合費の値下げ（ムダなポスター・ステッカーをやめるべき） ⻑野県
継続者が無く、⾼齢者為別になく。 岐⾩県
⽉1回⾏なわれる役員会は各地区⻑と役員4〜5名集まる会合がありますが、10地区もあると合計14〜15名の
密になるので、役員会の⽅法も再考した⽅がよいと思う。

神奈川県

⽉に五千円も組合費を払っているのに、コロナの対応が遅かったし、組合の意味あるのでしょうか。 宮城県
検温の対象にするのか、お客様への対応が難しいですが、どうすればいいのでしょうか。 新潟県
県●⽀部で出来ることは●で良いと思います 福岡県
県からの⼀万円、マスクいただきありがとうございました。 群⾺県
県からの給付⾦が欲しい 愛知県
県ごとにコロナの感染の⼈数、状况がちがうのに、すべての対応が、いっしょという事に疑問を感じる。 岩⼿県
県に出している組合費を減額してほしい。 岐⾩県
県のガイドラインに浴って、お客様マスクをしている店の⽅が、偏⾒の⽬で⾒られているような感じがしま
す。今⼀度、その辺←お客様マスクとフェースシールドを徹底して頂けたらと思います。

⿃取県

県単位でやれることは、県にもっと、重点をおく。チラシポスタ等、温度差がありすぎる等？ 愛知県
県単位の亊とは存知ますが80才で共済満期（終了）の年令を⻑寿の時代ですから⾒直して欲しい。 静岡県
県丁とか、市役所とか、官公署等の理容店を無くしたら。今の時代そういう福祉は必要ないのでは？ 広島県
県同組のネットの活⽤こういうアンケもネットでできます 神奈川県
県理容組合独⾃に活動すべき 愛知県
県連、北蓮等組合費の助成⾦をお願い致します。 福岡県
県連の⽅で配布された、ブレーのマスクですが、Sマークが⼊っていて宣伝にもなり、⼀枚150円で買いま
したが、最初は消毒の臭いに、これはと思いましたが、使っている内に臭いも気にならなくなりなりもし出
来れば、10枚か、20枚位の売りがありましたら、宣伝にもなり、どんなに良いかと思いました。

⼭梨県

元医療者として、今後も⻑く続く対策をお願い⾄します。 ⻑野県
元々理容師は感染しない。させない事につとめて努⼒している事をアピール ⻘森県
原⼦⼒発電所差別はしないでほしい。せめて理容業界はコレは、だれかはやってくれてる地域があり仮にや
めても、どこかは⾃分の所に置いてくれる地域があるのです。

福井県

厳しい経済環境の中理容師の教育、意織（PR）向上につとめて下さい 岩⼿県
厳しい時代である。組合としてメリットある⽅策を打ち出してくれなければ、会員数の低下をおさえられな
いだろう。

埼⽟県

減免 静岡県
現に安床理容など多くさん出来ている。我れ我れ⾼齢者にとって今さらだめかも知れないが、もうすこし規
制をかけ正規の理容業を守ってほしいと思う。

⼭⼝県

現⾦をマスクありがとうございました。助かりました。感謝、感謝です。 ⾹川県
現⾦⽀援があればいちばんうれしい。 岩⼿県
現在、理容店からのクラスター発⽣の報は聞きません。これは重要だと思います。その事をアピールすべき
です。

⼭⼝県

現在でも、たまにメディアの扱に、美容店も理容店もごっちゃになっている。保健所管轄の中。衛⽣講習指
導は昔から根ずいた職であり、それに対して、しっかり対応している仕事である事をもっと、世の中と伝え
てほしい。

宮城県

現在のコロナ禍でも、安全な組合加盟店PRをしてほしい。 福井県
現在は、理・美容店でのクラスターは初めにあったくらいで特に聞いていません。ですが、常連以外のお客
さんは不特定多数です。県外の⽅は断っているお店もあります。いろいろな⽅に対応する理美容のPCR検査
の実施を簡単にできたらなと思います。

⼭⼝県

現在はかなり⼈数も多く成り、毎⽇不安です。 栃⽊県
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現在も不安定な売上が続いているが、これから先、失業者が増えたり給料が下がったりしてくると思う、そ
の時に理容店にどういった影響が出てくるか⼼配です。

愛媛県

現在組合員と⾮組合員加⼊していない店舗がふえています。この機会をとらえて組合費とのさおつけてもら
いたいと思うつよくおねがます。

群⾺県

現実を⾒て下さい何もしてない店が多いですよ。 茨城県
現場での感染対策は、時間や労⼒の負担が⼤きく、客数減に繋がります。理解のもと、料⾦アップを組合全
体で取り組み理容師の地位向上に取り組んで頂けたら幸いです。

兵庫県

現場の状況を上へしっかり伝えてほしい。 岐⾩県
現場の声の所でいた「アフターコロナは返済の終了する10数先の事」と⾔うことを理解していないと理容業
の未来はない。現在の⾃営業の苦しさを考えると業界の担い⼿は⼊ってこない「会社に⾏く⽅が…」とな
る、経済が悪くなるとますます若⼿は⼊ってこない。理容業界の⽅々のいいかげんさ、世間知らずはいまに
始まった事ではないが、これでは若い理容組合員がかわいそう、ますます組合員減少はすすむだけ、消毒法
の勉強をして理容師になったはずなのになんの消毒（カミソリの消毒すら）やってない店の多さを知ってま
すか？全理連で消毒の徹底指導をされては？1店舗でもクラスター発⽣したら⽇本中の理容店の信頼をなく
す事になります。今の悪辣なマスコミに叩く事に理事は対抗できる⼒はありますか？内向きなアピールだけ
では業界守る事はできませんよ。

⼤阪府

現場の声をききたいです。（70過ぎの⼆⼈で営業していますので、若い⼈達は今どうなのか？） ⻘森県
現状が全く⾒えてないTOPは無能、考え改めるべきで早急に対応すべきで、経済の先が⾒える第三者を頭に
して多企業同様改⾰することを求める。

神奈川県

現状で、まい進よりなし。 東京都
現状でいい。 愛知県
現状で組合の活動はほとんど⾏わない状態にもかかわらず、組合費は同様内徴収は厳しい、せめて半額にし
て頂きたい！

埼⽟県

現状で良いと思っております。 神奈川県
現状の維持を散能 愛媛県
現状の組合員による集⾦システムを廃⽌し、⼝座引落し、クレジット払いシステムにすべき。 神奈川県
個々の県個々の店で売上がちがうので組合まかせではいけない 静岡県
個々の組合員の衛⽣⾯に対する安全性と信頼を連合会は世間により⼀層アピールしてほしい。 奈良県
個々の店毎に状況が違うため、⽀援もむずかしいかもしれませんが、平等的な⽀援をお願いしたい！ ⼭形県
個⼈、⽀部単位でなく全国に分かる様に組合員店と分かり易く限定した店舗が予防対策を知識から勉強して
努⼒している事を宣伝してほしい。

⻑野県

個⼈では何にも出来ません、こういう時こそ組合を頼りたいです。
個⼈では分からない情報を伝えて下さい。 茨城県
個⼈で営業されている⽅が多いと思うので、理容組合で保険（国⺠健康保険）を作って頂くと助かると思い
ます。そうする事で組合に⼊らない⽅等が組合に⼊ってもらいやすいのではないかと思います。

岡⼭県

個⼈で体⼒アップをする。 埼⽟県
個⼈よりも国に対して声をあげてください。 福岡県
個⼈事業主への⽀援を国に働きかけて下さい。 宮城県
個店で感染症対策をして居ると思うが、さまざまな⼯夫を対応するしか無いと思う。 ⾼知県
古くない？ 神奈川県
五共済の活⽤⽅法が知りたい 福岡県
後継者となりうる⼈材がいても、状况が変わらなければ、私は理容師になることをすすめられません。 ⼭形県
御苦労様です 新潟県
御苦労様です。 和歌⼭県
御苦労様です。組合の対応、対策に感謝しております。これが、組合⾮加盟なら、⾃分ですべてしなければ
ならず、そう考えるとゾッとします。

福井県

御苦労様です。都会と⽥舎ではかなり差があると思います。 広島県
護送船団の営業で守られてきた年代には具体的な⽅法、情報がほしい 京都府
光にむかってがんばれ 島根県
公庫で借り⼊れをしなければ⼊会したくなかった。会費も⾼い。 神奈川県
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公的機関の融資等はあるが、組合としても補助⾦や助成⾦、の制度が欲しい。また、組合費の減額も考えて
欲しい。

神奈川県

厚⽣省に2頭を追はずコロナに集中する様アドバイスを ⼤阪府
厚⽣労働省と⽣活衛⽣営業指導センター、全理容連合会のあり⽅に感謝いたします。 ⿅児島県
厚⽣労働省への予防接種の優先順位をあげてもらうように申し⼊れする。 兵庫県
厚労省との連けいで安全をアピール 京都府
広島市南⽀部で空気清浄器消毒剤泡⼿指洗剤が配られた時は嬉しかった守られている気がした 広島県
⾏事の縮⼩ 神奈川県
⾏事もない。会議も出来ない。コロナの感染拡⼤の中では、組合は無⼒だと感じた。 ⾹川県
⾏政へリーダーシップをとってほしい 富⼭県
⾏動が遅い新しい考えも拒否される。 ⼤阪府
講師をまねいて株式投資などの副業教育 愛知県
講習、研修、コンテスト、助成⾦等、予算の使い⽅の⼤きな変更が必要だと思います。必要な所に必要な物
を供給する内容を。

⼤分県

講習会等、密という事、会場迄出向かなければいけない等々を考えると徹底しにくいのでは…。 福岡県
講習会等末端まで⾏き届いてないのではないか。 福岡県

⾼⼭市の組合は、いまだPRができません。悪くき⾵しゅうであるPR禁⽌を全連よりかいじょして下さい。 岐⾩県

⾼令者がわずかな稼ぎの中からでも税⾦をとるのはつらい！！ 栃⽊県
⾼令理容店が経営できる道のりなど指導、融資など借りやすく。 東京都
⾼齢のため組合活動をやめようかと思っています。 滋賀県
⾼齢の店主は命がけの営業なので少こしでもいいので組合から危険⼿当など出るといいと思う。
⾼齢化で理容は美容の1部、安い理容と同じ、それ以下になったのか？ 静岡県
⾼齢者にわ、出来ない、ポスターが多い 岐⾩県
⾼齢者の営業者の経営状况の把握と対策 ⼤阪府
⾼齢者の営業主の現況、地区役員知っているか、⾏動⼒がない。 滋賀県
⾼齢者の個⼈営業の⽅がこのコロナ禍で廃業になり、⾃分達も明⽇は我⾝で不安です。 岩⼿県
⾼齢者の仕事に感思て、の助⾔とか⽀援の考えは 愛知県
⾼齢者の⽅への⽀援⽅法の補佐、⼿続きなど教えてほしい。 千葉県
⾼齢者への組合員へのマスクの供与（保険が国に変ったから）なしは寂しいです。 ⼤阪府
国（政府）にくつく訴えて下さい。（政府の対応が悪い。GOTOトラベルなど停⽌です。国⺠全体にもっと
⾃覚をして⾃粛⽣活をするよう発信する事）。

愛知県

国、県、市、等への補償願い 茨城県
国、政府に対してもっと強いコロナ対策の要請をしてほしい。 神奈川県
国、府、市などの給付、給付⾦などの利⽤⽅法のアドバイス。 京都府
国がしっかりしてもらいたい。 埼⽟県
国から1500円頂きましたが⾺⿅にしていませんか？普通1万円〜だと思います。 秋⽥県
国からの営業⽀援が必要なくらい。これ以上悪化しないように、早めの⾏動を求めています。
国からの給付⾦受けられる事ができるとしたら、その項⽬を⽰して下さい。 神奈川県
国からの資⾦援助（現⾦）は出来ないでしょうか？ ⼭形県
国から休業要請が出た場合、前回のような対応では無く、要請に応じて休業し、給付⾦の受給をして頂きた
い。

⻘森県

国が⾏ったGOTOは⼤失敗。 東京都
国が全体的に積極的お願いするしかない個⼈的にはコロナ感染しないよう対策を考えている 岐⾩県
国が特別給付⾦を実施しましたが、全理連においても、例え少額でも特別給付⾦を是⾮実施して頂きたい。
切に望みます。

岐⾩県

国が保証に動き出している時に理容組合も動きださないと、遅すぎます。 福島県
国が理容美容の国家資格をとらしているのに、最低料⾦が安すぎて⼦供に良い技術を教えても、先⾏きとて
も良いとはいえない。職⼈は良いと⾔えない！。
国との連係で理容業界の宣伝をして頂きたい。安い理容料⾦も（安どこも敞） 静岡県
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国にCoToが⼈の移動で全国に不安を与えていると思う、増々悪くなると思います。 ⻘森県
国にもっと理容業界も、影響を受けていると分かって欲しいです。 福岡県
国にも国⺠にも組合加盟者は安全だと強く ⼭⼝県
国に休業保障の⽀援などをもっと積極的にアピールして頂きたいです。 福岡県
国に給付⾦を出すように！！ 北海道
国に助成⾦を要求していただきたい。期間を決めても良い。 栃⽊県
国に対し、持続化給付⾦の追加を…。 静岡県
国に対して補償を。⼜は組合員に対して助成⾦を。 東京都
国に理容業をあぶない事をいってほしい。東⼤阪の理容店でコロナにかかった。 ⼤阪府
国の営業⽀援を進めてほしい 三重県
国の給付⾦や、補助⾦の書類の書き⽅等がわからず、利⽤できない組合員さんを多くみる。⼤変だとは思う
が、書類の書き⽅や、⼿助けしてあげる⽅法があると、喜ぶ組合員さんが増えると思う。

岩⼿県

国の持続化給付⾦、（100万）でも⽀部⻑さんが早い⽬に組合員を集めて説明してほしかった。⾃分達だけ
がしっかりもらって何の説明もなく何のタメの組合か？やめてもいいと思う！

兵庫県

国の対応がダメ！ 神奈川県
国の補助⾦の活⽤はいいが、必要となるものだけにしぼって無駄な税⾦を使わないでほしい。 新潟県
国の補助⾦を使って実施するとはいえ、こんだけの⾦額を使ってアンケート調査をする事は適切ですか。 京都府
国の⽅から給付⾦を出してもらうといいと思います。 静岡県
国の⽅に衛⽣上安床を取しまりして致く事が⼤事だと思う。 神奈川県
国は理美容が⽣活に必要な職種といいながら、なにも⾔ってない。組合はしっかり国に苦しい営業をしてる
と、報告対策して！！

茨城県

国は旅⾏会社と飲⾷店だけをなぜ助けるのか、当組合も国に対し声を上げて欲しい 栃⽊県
国へ、借⼊れより、助成⾦緩和に⼒⼊れてほしい、50％減より、40％、30％、20％、10％減の店にも助成
⾦を

福井県

国への対応 神奈川県
国への働きへ無条件で持続化給付⾦（⽀援対象） 神奈川県
国へ全連は給付⾦を出すようお願いしてはどうでしょうか。収⼊は5割減にはならないが、2割3割減でも⽣
活はたいへんです。

神奈川県

国へ対して資⾦援助ではなく税⾦全の猶予、減免を強く働きかけて下さい。 福島県
国も県も⾏動が遅いと思います。 熊本県
国も⽣命が⼤事か、経済が⼤事か、早く決断を下す時には早く⾏動をしてほしい。
国や県は、もっとテレビでお客さんが来店する場合、発熱など体調が悪い時絶対来店を控える様にと毎⽇放
送してほしい

福島県

国や⾏政にもうすこし発⾔⼒などあった⽅が良いのではないか？ 神奈川県
国家試験で伝染病・消毒・⽣理解剖・⽪膚科学などやっている医師の他、⼈間の体に唯⼀刃物（カミソリ）
をあてるのができるのが理容業など。衛⽣講習をしているなどヨーロッパでは、昔は医療の⼀分であった。
理師の師は、医師の師と同じなど、⼀般の⼈が理容業について知らない事を発信するべきでは。（お客様に
必ず話しています。）ZIPFMのナビゲーターがいつも⾏く理容店の話しとして安⼼を提供していると話して
いた。

愛知県

国内でコロナワクチンの供給が始まったら、医療従事者と同様に理容業従事者も優先順位を上げてもらうよ
う国・厚労省に働きかけてほしい。

福岡県

国⺠は不安だらけだから、理容所に⾏く⼈がすくなくなっている。 ⿃取県
国⺠健康保険料が⾼すぎて⽀払いが困難になりつつあります。何か良い策を教えて頂きたいです。 福島県
国⺠健康保険料が⼤きい。組合で社会保険を。 北海道
今、コロナになって組合は、組合費だけ集めて意味がない、冊⼦などいらないので安くするなり少しは考え
てほしい。この先の⾒●をみえるようにしてほしい。このアンケートみてどうかわるか⾒ていきたい。

⼤分県

今、以上に消毒を守るしかない。休⽇に遠出はしない事。 宮崎県
今、何が必要なのか？先⼿先⼿章動いてほしい。 神奈川県
今、皆で対策している事が何年後かに「あんな事してはなんだな」と笑って⾔える⽇がきっと来ると信じて
ます、マスクずっとしての仕事は正直呼吸がつらいです…

岐⾩県
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今、活動ができないから、組合費減額してほしい。 ⾼知県
今、組合ばなれが進んでいますが、今こそ組合でのメリットを具現化してほしい。いつもありがとうござい
ます！！頑張っていきましょう！！

島根県

今、組合活動を何も⾏なっていないので、組合費を集めるのはどうですかと⾔っている⼈達が多くおりま
す。

埼⽟県

今が、組合員と以外との差を付けるチャンスだと思うので、組合ありきを全⾯に押し出してほしい。 静岡県
今がチャンスです。安全・安⼼な理容店を業界外に向けてPRして下さい。 神奈川県
今こそ、「組合に加盟していてよかった」と思えることを組合員に提供してもらいたい。 岡⼭県
今こそ、アウトサイダーとの差別化の機ではないか。組合加盟店、標準営業約款登録店は安全、をアピー
ル。新聞は1⽇読めば捨てる。週刊誌などでPRを！できれば広告ではなく記事で！

京都府

今こそ我々を守って下さい。前⾯に出て私達をリードして下さい。 愛知県
今こそ更に⼀つになる事だと 島根県
今こそ組合員で良かったと思ってもらえる⾏動をしてもらいたい。 ⿅児島県
今こそ組織のもつスケールメリットを活⽤して、政治、⾏政、各団体に影響⼒をしめしてほしいです。 ⿃取県
今こそ組織の⼒で組合加盟店は感染対策を充分取られていて、安⼼して来てほしいとアピールする。 福井県
今こそ内部留保⾦の活⽤をお願いしたいです。（会費の減免給付⾦として） 滋賀県
今こそ連合会の存在意義を発揮してほしい。 福岡県
今ごろ、このような、アンケートを取っても、役に⽴たないと思う。最初のコロナの時に動くべきだったと
思います！

⾼知県

今さら組合って…… 京都府
今だからこそ、組合としてのPRと組合加⼊の推進を計って下さい。 群⾺県
今どきこんな調査はおそすぎる。国としても組合にしてもおそすぎる。 宮崎県
今のところありません。 佐賀県
今のヘアースタイルは美容にあわせた⼀つ⼀つはすばらしいが全体を作くるといバランスは？ 静岡県
今のまましずかにしていてほしい。 ⼤阪府
今のままで 愛媛県
今のままで充分です 富⼭県
今の危機をチャンスに変えて⾏くための⽅法を講習会などを通じて教えてほしい。 兵庫県
今の危機をのり越えれば、かならずや良い時期が来ることを願って、組合全体が希望が持てる様に報告して
下さい。

兵庫県

今の所1⼈出ました。もし多く出れば⽀部の⼈相談します。 ⻘森県
今の状況ならではの営業形態を⽰してほしい。 ⻑野県
今は、外には⾏かず、家にいましょう、ガマンです。 東京都
今は、国⺠健康保険ですが組合で保険を作ってほしい。 福井県
今はがんばって「がまん」の時です。 岐⾩県
今はコロナワクチンの良いのが出て早く普通の⽣活にもどれるようにしてほしいです
今は各⾃を信じて理容の場所からコロナが出ない様努⼒するだけ。 新潟県
今は仕⽅ないのでは平常⼼で⽇々営業のみです 神奈川県
今は特にない。がまんの時である。 群⾺県
今は連休（ゴールデンウィーク）だからと⾔って稼げない休業要請あった場合素直に受けるべき！！ ⻘森県
今までありがとうございました。 ⼤阪府
今までどうりの活動の決⼼をゆるめないよう ⾼知県
今までの先⼈が備えて下さったお陰です。 愛知県
今まで以上にはば広く情報を⼊⼿して、組合員に簡単かつ簡潔に伝えてください。 ⽯川県
今まで以上に頑張って下さい。 新潟県
今まで通りで頑張りましょう。 新潟県
今まで通りにお願いします。 北海道
今まで通り国への働きかけを、続けてほしい。 愛媛県
今や安危、単品売、と●、国⺠平均レベル以上の収⼊を得る事が⼤事 岩⼿県
今を乗り切る事が⼤切。平常な営業が出来る事が来る⽇た！！ 福岡県
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今⼀度、組合員の団体保険を。 ⼭⼝県
今回、消毒に関してプロの我々に対してのアナウンスが遅ずぎる、今の政治家かと思うくらいだ、このアン
ケートだって1500万かけるくらいならネットでアンケートという⼿もあるのでは？もっと情報社会なのだ
からもっともっと先を⾏きましょう。

群⾺県

今回コロナによって組合の有りがたさが分ったような気がします。 ⻑崎県
今回のコロナ影響で来客類の⼤幅の減少では、収⼊のダウン⾷べるのに、精いっぱいです。当然、コロナが
終るまで⼿が出せません。

茨城県

今回の事で、沢⼭の呼びかけ、準備をしていただき、ありがとうございました。 ⻑野県
今回マスクやフェイスシールドをもらえたことは⼤変ありがたかったが、もう少し早く届くと尚助かったと
思う

愛知県

今回マスクやらフェールドシートやら⼤変ありがとうございました 北海道
今回業界への⽣き残りをかけ移動理容バスを購⼊して組合の後ろ盾を持って施設や病院へ、営業をかけてお
ります。今こそ連合会の後押が必要です。組合メリットにより組合員増も可能と考えられます。私達組合員
が営業をかけやすい環境の整備をお願いします。

福岡県

今回新型コロナウィルス、ガイドライン講習会、むずかしくて内容がのみ込めない所もあったが、とてもよ
かった。

熊本県

今後、何かあったら、はっきりとした指⽰を出してほしいです 千葉県
今後、感染が拡⼤し、政府の⼀⻫休業になった場合、濃厚接触である。理容業も参加すべきである。 京都府
今後、失業者が、多く成り、安床屋が有利に成ると思う。公衆衛⽣上、安床は今が取しまるチャンスだと思
う。

神奈川県

今後、退会するつもりだ。 静岡県
今後、特措法などで理容業が指定された場合には、すみやかに従うようお願いします。 宮城県
今後とも、その時々の⽀援をよろしくお願いします。 福井県
今後とも、細⼼の注意等、よろしくお願いします。 栃⽊県
今後ともきめ細かく組合員への気持を持ってほしい。 富⼭県
今後ともよろしくお願いします。（国への要望など） 岩⼿県
今後とも理容業の発展の為何卒宜しくお願い申し上げます。 埼⽟県
今後の、コロナ対策への、理容室において、セミナーをして頂きたい。 福島県
今後の感染拡⼤を⾒据え、理容業への⽀援（営業⾃しゅくの協⼒⾦など）の準備をお願いします。 福島県
今後の先よみした、とりくみ
今後の全体観（コロナ蔓延）で理容店でやるべき事（対策）を教えて頂くと良いかな？ 岩⼿県
今後の売上減少は昨年以上だと思います。 福島県
今後の未知のウィルスによる店舗救済措置の保険共済が欲しい。 神奈川県
今後は感染後のことも視野に⼊れていただきたい。 北海道
今後もご⽀援よろしくお願いいたします。 京都府
今後もしっかり対応して頂きたいと思います。 ⼤阪府
今後もよろしくお願いします。 岐⾩県
今後もよろしくお願いします。 秋⽥県
今後も理容業界を⽀えるPRをお願いします。 富⼭県
今後共、必要性のある⾏動と情報等の提供をよろしくお願します。（じんそくに） 宮崎県
今後共頑張ってやって下さい。 ⻑野県
今後共頑張って下さい。 北海道
今後増々状況が悪くなった場合、理容業も、営業停⽌業種として、働きかけて欲しい。 ⼭形県
今后もがんばって下さい。
今私達の周囲では⾮組合員がいっぱいいる現状を⾒ますと今回のコロナの問題でも組合員への利便性等を⾼
めるためにも（差別化ともいえる⾮組合員への）⾊々⼿を打っていただきたい（⾮組合員はどうしているか
わかりませんが●このコロナの問題でも）

島根県

今程組合加⼊のありがたさを感じたことはない。⼿を打つのが速い。（マスク、消毒液）（理事⻑さんの激
励のハガキ）感謝です。今は不⾃由は感じてませんが。

⼭形県

今⽇若い⼈はサラリーマンになる 千葉県
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今年9⽉の世界選⼿権はコロナの影響なく開催してほしいと望んでおります。 福島県
今年こそ衛⽣講習をやって欲しかったです。 岐⾩県
今年は、いろいろ、御指導、物品定供等、ありがとうございました。 京都府
今年ほど組合に⼊っていることのメリットを実感しない年はありませんでした。来年以降組合を辞めようと
思います。

新潟県

今年度、組合活動がなにも無かった。続けば⼊っている意味がわからなくなる。 京都府
今年度は⾊々な⾯でお世話になり助かった事が多く有りました。有りがとうございました。 茨城県
今迄、組合に協⼒して（⻑年）、来た事が花咲く様に・・・。
今迄、通りで 愛知県
今迄は⽉1回のお客様も3ケ⽉に⼀度に作りました 岐⾩県
困っている時こそ組合に⼊っていてよかったと思いたい。しかし今のところ（コロナ禍で）そういう思いは
ない。

⻑崎県

困っている⼈がいれば迅速に対応してほしい。 神奈川県
困っている⽅への⼿助けをよろしくお願い致します！ 東京都
困難な時だからこそ、組合の⼒で業界を守る知恵をいただきたい。 北海道
困難に⾄った店を、どんな⾵に援助するのか（全連）？ 栃⽊県
再度持続給付⾦を孝えてほしいおねがいします 東京都
最近の全国的な会員の減少は予想以上のスピードで減少している。組織運営が不安である会員の減少にした
がい、経済、会議のあり⽅について合理的に考えられないのか、役員の⼈数等々中央講師の削減など、今こ
そ全理連の⼤改⾰が必要な時と提案いたします。

北海道

最初はお客様への検温、消毒などお願いしにくいと思っていましたが、ステッカーや印刷物がある事でやり
やすくなり、助かっています。

秋⽥県

最新の感染予防、ワクチン等の情報を組合員に提供して欲しい。業界としての店の取り組みのPRも発信し
て欲しい。

秋⽥県

最底限、⾃分に出来る事しっかりやっていく事。 富⼭県
妻が亡くなって保健所に免許証の取消に⾏ったら当所ではやっていないので分からないと云われたが、どこ
に⼿続をしたらいいのか？

北海道

災害で減っているのかコロナで減っているのか良くわからない 宮城県
災害などの事態になった時に組合費の減額などの措置 岐⾩県
細やかな情報や提案、いつもありがとうございます。 北海道
細々と営業をつづける。 ⼤阪府
昨今、増えている組合外のサロン（out）との差別化（シャンプー設備もないサロンは衛⽣⾯でどうなの
か？等）組合加⼊店との違いをアピール。⼜out店の営業認可等組合加⼊の意味の⾒直しを。

兵庫県

昨年の9⽉に⼼臓のカテーテル⼿術を⾏いました。71才ですが今年の7⽉いっぱいでお店を閉め様と思って
います。ここまでこれたのも組合のおかげです。頑張って下さいありがとうございました。

愛知県

昨年の秋のヘアースタイルのポスターは、⾊々とご苦労されたと思いますが、ダメで経費のムダだと思いま
す。

神奈川県

昨年ほど組合加⼊していて良かったと思った事はありません。本当に⼤変な時にマスクを頂き、その後、
フェイスシールドも予き、感謝しております。

茨城県

昨年体調を崩し、⼊退院をくり返す有様。後継者もいないので廃業（来年度）の予定です。 福島県
雑誌ケータイCMラジオ等を使って「理容室で整髪顔悌することはコロナに対して安全である」ということ
を個々に印象づけること

福島県

⼭奥の⼩さな町にもチェーン店が出来ました。それ以前からですが、組合脱退者も多いです。 岐⾩県

⼭⼝県組合の⽀部により組合員への援助。対応が違いすぎる。全理連に申し⽴てても仕⽅ないことですが、
不平等な過程でして同じ組合員としてむなしい。組合員のための連合会である様、お願い申し上げたい

⼭⼝県

散髪代の最底価格を3000円以下は法律違反にしてほしい。低料⾦のお店が今後多くなるし、理⽤する⼈が
絶体多くなる。

福岡県

仕事せいっ！！ ⼤阪府
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仕事と同⽤、⼤切です。⾔ってことはわかるがね、⻑んことこの理容業をやって来ていれば、わかると思い
ますよ。頭刈るだけが、理容じゃない、会話もサービス業の⼤切な、部分、⼩声にするようにしてますが
ね。

埼⽟県

仕⼊れ品の紹介をして欲しい。 佐賀県
使えないフェイスシールドはいかがなものでしょうか？ 神奈川県
⼦供、男性はほぼ美容院の⽅に変わりつつある。若い⼈の希望がなくなりつつ後経者はなくなる。 愛知県
市街中⼼地とローカルの温度差に対する⽀援を考えて！（⾼齢化に対して） 三重県
市全体、10万都市と⾔われた時代が有りましたが、今では7万台に、開業46年を迎えますが細々と営業
を！！同業者としての仲間つながりは⼤事と想い、脱退は決してしないさせないと、全国同業者の⽅に届け
て下さい。

京都府

指導センター業種別ガイドラインチェックjシートの2回訪問はきつい、1回で良かったと思う。 岩⼿県
⽀援を希望する。 ⻘森県
⽀援⾦が出るように働きかけてほしい。 岐⾩県
⽀援⾦や給付⾦を組合から国へ申請して欲しい。 ⼤阪府
⽀援⾦を、頂けるとありがたい。
⽀援⾦を下さい。 愛知県
⽀援事業の拡充 滋賀県
⽀部0を⽬指しましょう 神奈川県
⽀部では安⼼安全を⼼がけていて、特に消毒に関しては徹底して⼒を⼊れています。汚れを落とし、第⼀消
毒、第⼆消毒、保管も⽀部全体で取り組んでいます。

茨城県

⽀部費等の減額（半年or1年間）をお願いしたいです。 ⼭形県
施術時以外店内でのマスクの着⽤のポスター（POP）が欲しい。（1）も（2）も店からのお願いではなく、
全理連からのポスター（POP）が欲しいです。

京都府

施術中、お客様の100％マスク着⽤を求めるCMをお願いします。 宮城県
施術中マスクなしで⻑時間話される⽅があるので、マスクなしでの会話はひかえて下さい的な理容イス前に
貼れるポスター（POP）が欲しい。

京都府

私がおもうにコロナよりアウト、サイダー（安い料⾦）で営業をつづけている店が近くに多く困っていま
す。全国理容連合会にもんくをいってもしかたないですが？

⼤阪府

私くしも⻑年頑張って来ましたがこの業界は⼤変な苦しみです 宮城県
私たち、組合員のために⽇々、がんばっていらっしゃる連合会の皆様ありがとうございます。 岩⼿県
私たちのお仕事は髪の⽑を整えることだけではありません。お客様の容姿と、その⼼⾝をも整えることがで
きる、看護師さんのような⼈間です。だからこそ今をのりこえて⽣き残りをはかりましょう。

⼤分県

私たちも医療関係者と同じように危険な職業だと思うので、それなりの助成⾦を出してほしいです。 奈良県
私の市では感染が拡⼤しており毎⽇、やりきりない気持です。 ⼭形県
私の⽼健施設では看護⼠のトップが利⽤者さんのカットをしてるが、保健所に問い合わせしたら。違法⾏為
といわれた。

神奈川県

私は68才、今まで良い時代を過せて良かったと思う⽇々です、ありがとうございます、ご苦労様です。 ⼭形県
私は70才以上、⼀⼈で営業しています、現状で⾏くしかない。 福岡県
私は82才で年ですので、客も、減少ですのでそろそろ廃業に近くなって来る。 宮城県
私は83才、56理容お世話になりました。
私は⽀部⻑ではないが20年ほど部⻑をやってきました。⽀部⻑を⾒ていると休⽇がつぶされて組合の仕事ば
かりで⾃由な時間がなく気の毒です。組合員の中にはまったく部⻑にすらならずにいる⼈も多ぜいいます。
そんな⽀部⻑にはなりたくないです。もっと全理連が率先してテレワークとかテレビ会議をやってむだなポ
スターなんかにお⾦かけずに端末を⽀部⻑に無料でくばってできないものかと思います。みんなが集まって
会議をしないように

⾹川県

私は秋⽥の⽥舎に住んでる後期⾼齢者です。コロナに負けない様に頑張っています。乱筆、乱⽂お許し下さ
い。

秋⽥県

私は神奈川です 組合費が⾼すぎる。⼀⼈でやっても、3⼈でやっても同じで・・・私は⼀⼈です・・・何
回も組合をやめようと思いました。

神奈川県

私は組合の班⻑してます。マスクを、とても喜んでいました。 ⼭形県
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私は年をとって来た、残念なことに若い⼈はいきおいがない。年寄をこえて⾏ってもらいたい。 福島県
私も70才を超えています。ものすごいストレスの中で仕事をしています。 京都府
私も理容50年以上続けておりますから、今の理容業は美容のまねごとで理容師としてはとてもはずかしいで
す。もっと理容の技術をしてほしいです。若い⼈が少しでも多く理容師をめざす業界に成ってほしいです。
74才。

岡⼭県

私達の業会は全国的にクラスターも発⽣していないようです。 ⻘森県
私達の仕事はこんな時こそ、お客様に安⼼、⼼の寄りえる⽴場としてもっと⾃信を持って、笑みを届けま
しょう

群⾺県

私達の仕事は⼈対・⼈でつねに気をつけてますが、いつ感染するかこわいです。営業時間を短縮しても保障
が（国、県）からないので安⼼できてないです。

宮城県

私達の⽀部は⽀部⻑がしっかり頑張ってくれてます 福岡県
私達の職業だけが苦しい訳ではないので、共に耐えなくては！と思います。他の職業に⽐べたら、まだまし
だと思います。

静岡県

私達の職業は、直接、頭、顔の⽪膚に当るから神経的につかれる。 愛知県
私達もコロナに負けないでがんばっていきたいと思います。 静岡県

私達業界の発展の為⾊々御活動下さいましてありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。 佐賀県

私達理容師だけが気をつけても今このコロナとの戦いが⻑期になった時、どのような対応を考えているの
か？問いたい。

福島県

私達理容師は衛⽣⾯や消毒技術も⼀⽣県命頑張っておりますので、全国、理容組合も⼀⽣県命頑張っており
ますので連合会もより良いアピールお願いします
資⾦の供給が容易に出来るシステムと経過が計画にしたがって成功しているか相談・参画出来る、リアルタ
イムの感動ビジネスとして寄与できるシステムの確⽴。組合が（全連）参画していただける本拠となって頂
きたい。共に時代に即応してやりたいです。

滋賀県

資⾦の有効活⽤をお願いしたい
資⾦繰りで四九⼋九でした。命かながらです。 神奈川県
資⾦繰りについて⾊々⼼配して下さっていますね。 千葉県
資⾦⾯が⼤変です。 熊本県
事業税を払える程、収益加有るのなら各県連への⽀付⾦を増やして頂きたく存じます。 岡⼭県
事務局の皆さまも含めて、体調に気をつけて下さい。いつもありがとうございます。 福岡県
持続化給付⾦ 三重県
持続化給付⾦50％以上の減は廃業になる数字、せめて30％以上で50万円給付を受けられる様●きかけてほ
しい。

新潟県

持続化給付⾦が受けられる程売上げは減少しておりませんが、確実に落ちております。それにコロナ対策費
に経費はかかります。そこで全理連の無駄な出費をおさえて組合員に対して補助⾦を出せないでしょうか。
今こそ組合に加⼊していて良かったと思えるのではないか。

岐⾩県

持続化給付⾦など要請をお願いしたい。 岐⾩県
持続化給付⾦の交付 埼⽟県
持続化給付⾦は50％減に⽀給となると、受け取るにはハードルが⾼過ぎる。しかし現実に30％程度、収⼊
が落ちた⽉が何度か有った。ので、全連として国に20〜30％減でもいくらかの⽀援⾦の出る制度の導⼊及
びその折の⼿引きをして頂ければ有難いです。

奈良県

持続化給付⾦はもらった●はない⼈が居ます、私はパソコンが出来ないので給付⾦はあてにしてません。出
来る⼈ばっかりが利をして…

茨城県

持続化給付⾦も⼀度きりではなく再度給付をお願いしたく思います。 北海道
持続化給付⾦を申し込みたいが、50％までおちてないから受けられない。 千葉県
持続化給付⾦を続けてほしい ⻑野県
持続化給付⾦等に提出する書類が多く、歳がいってるので、提出類を準備するのが⼤変。 栃⽊県
持続化給付⾦等の助成。 ⻑野県
持続化給付⾦等第2回、3回と経済産業省にやるように提案してほしい。スタッフの減額や解雇だけはさけた
い。

埼⽟県
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持続化組付⾦というのが所得申告に計上させられるのがきつい。 宮崎県
持続型で⾏えた理容業界の有利性をアピール（広報）負けるな理容師っ！負けるな⽇本っ！ ⼤阪府
時に合ったコロナ対策のステッカー、ポスターを作ってほしい！ 兵庫県
時代にあった内容がほしい 岐⾩県
時代に会った営業を考えて頂きたい。古い考えはいらない、サービス業なのだから。 ⿅児島県
時代に流されず、⽇本の理容業の特性に特化する。（保守的に） ⼤阪府
時代の流れが早いので新しい⽅策等は早くアッピールを東京は⾮常緊急事態を発してまだ数⽇ですがこの
まゝの状態だと⼤変な事になると思います。

東京都

時代の流れで⼤変だとは思いますが、全国の組合員が、納得する⾏事を。 ⼤阪府
時代の流れを観察する。 三重県
時代錯誤な組合運営を改めるチャンスだと思う。ムダを省くチャンス。 神奈川県
時代遅れにならない発思を求めます。 静岡県
時短のポスターや、予約制。その他のポスターなど知り合いに頼んで作ってもらい店に貼ってます。組合で
そいうたぐいの「うちの店ではこれが必要」ってポスターを作ってもらうと助かります。

宮城県

時短営業に指⽰がない理容は、お客様に外に出るなと⾔うから客がこない！来店回数も3〜4ヶ⽉のびてい
る。

京都府

次の時代を担う業会若者は、業会仲間を思う気持が、ほしい。 富⼭県
次の世代のために！ 福島県
次亜塩素酸⽔の活⽤⽅法をもっと周知するべき。フェイスシールドが使い物にならない。 ⼤阪府
⾃営業は、社会補償が無い。個⼈年⾦、退職⾦制度を作って欲しい！ 奈良県
⾃⼰責任と⾃助努⼒が基本ではあるが、共助の精神は連合会としての役割が⼤であると思います。期待して
おります。

⻑野県

⾃助努⼒が⼀番と考えています。 福岡県
⾃助努⼒でなく具体的にもっと、コロナに対する効果的な物を配付したらどんなものでしょうか例えばカ湿
器とか……

⿃取県

⾃動で体温を計る設備の義務化をし、その設備の援助をしてほしい。 愛知県
⾃動⾞免許や医師免許などの様に名義変更だけになれば良いと思う。 富⼭県
⾃分、⾃⾝は絶対、ゆだんしなようつとめて参ります。 神奈川県
⾃分が感染しないようできる限りの努⼒はしているが、もし感染してしまった後の営業（⾵評被害等）が、
⼤変不安である。

栃⽊県

⾃分なりに努⼒をしている。 三重県
⾃分のお店を守るしかないと思っています。 宮城県
⾃分の健康に気をつける。 神奈川県
⾃分の店からクラスターが出た場合、全国理容連合会としてバックアップしてほしいと思います。ただでさ
え組合をやめるお店が多いのに、どこかでバックアップして頂かないと組合に⼊っている意味がないと思い
ます。（⽥舎程コロナに敏感です。）。

新潟県

⾃分はかゝらない。 ⼭形県
⾃分は⾃分で今のじょう対を守って⾏くしかないと思う。 ⻑崎県
⾃分達がかからないようする。 神奈川県
⾃分達が危険な⽬にあっているのに、客を守れとは？私たちは機械ではない！。 三重県
⾃分⽅の店は⽥舎なので⾼齢者が多くて、仕事になりません。 福岡県
⾃⺠党がキライなんで、特にありません。 ⻑崎県
⾃⺠党にもっと圧⼒をかけてほしい。 ⼤阪府
⾃由な営業。 千葉県
⾃由党に上を要望してください。 ⼤阪府
⿅児島県内の理業者の⽅々は国⺠年⾦だけですけど（ほとんど）なんとか、ならないですか？ ⿅児島県
執⾏部として予算を使いきる事は解かりますが無駄が多すぎます。特に印刷物！理楽他…時代はペーパーレ
スですよ！

秋⽥県

質問が当店には●いしない。利⽤者⼈⼝が減ったための収⼊減少だから。 静岡県
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実際、お客様を通じて、感染した理容師がいるのでしょうか？感染したお客様が来て、濃厚接触者となり、
PCR検査をした⼈で→陽性（何がダメだったのか？）→陰性（何が良かったのか？）そんな情報が欲しいで
す。

⼤分県

実際にコロナに感染した理容師やお店のその後の状况などをまとめて発表してくれると今後の⽅進の指標に
もなりますし助かると思います。

⻑野県

実際売上のへってる部分を給付（組合から）するとか、⽣活保障をしてほしい。（お客さんからうつされて
営業停⽌になって個⼈の店を守れまんですか？）

三重県

社会、現場、連合会理事役員との意識のズレがずっと埋まってない。 新潟県
社会的地位向上、低料⾦の店対策 静岡県
借⼊⾦など借⾦は増やしたく無いので国・県・市より新たな給付⾦を要望してほしい。 愛媛県
借⼊⾦の返済利⼦の減免等です 愛知県
借⼊⾦⼿続きの簡素化。 岡⼭県
若い30〜40才台にカジを取らせる70才〜？ ⼤阪府
若いスタッフ・経営者に対する、教育⽀援をもっともっとバックアップしてほしい。 神奈川県
若い⼈が、これから、理容師になりたいと思う様な、働きかけをしてほしい！ ⼤分県
若い⼈や⼥性のアイディアを受け⼊れ柔軟な変化をして、理容の良さをアピールしてほしい ⻑崎県
若い⼈間を連合会へ⼊れてほしい 岐⾩県
若い⼈達が理容に⾜をむけてもらえるよう、YOUTUBEを活⽤したり（ヒカキンさん等有名YOUTUBERとの
コラボなど）して、理要も美容にひけをとらないとアピールしてもらいたい。そうすれば若い理容師が独⽴
した時、組合に⼊ってくれる割合もふえると思う。

埼⽟県

若い店主、従業者がまったく組合に期待していない、変っていく時季か 東京都
若い理事が必要だっと思います、⾷み会が多い、今の理事は、アイデアが有りません当県ですが？ 沖縄県
若井理事様が多く出て来て新しいアイディアがほしい 岐⾩県
若者が働きやすい環境・休み・給料など。 ⿅児島県
若年層が理容へもどってくる施策を⾏ってほしい。 ⻑崎県
弱者救済！！こうゆう時に困ってる組合員をいかに救うか。組合員たるメリットをこうゆう時こそ感じさせ
ないと意味がないのと思う。

岐⾩県

弱⼩店には、意味がない！ ⼤阪府
⼿あれがせず、なおかつ、菌やウイルスを殺す消毒薬の開発や販売をしてもらいたいです。 千葉県
⼿指の消毒⽤アルコールを供給してください。お願いします。
⼿指の洗い場のない店ぽを開業させない運動をしてほしい。 東京都
⼿助けが遅い気がします。
⼿洗いとウガイは必要以上にするようにしてます。 北海道
⼿探りながらも、感染防⽌対策を、打ち出して頂いていると思います。 ⾹川県
受⾝だけで無く、良い考えがひらめいた時は、事務局へ連絡します。 ⾼知県
収⼊が減っても、命の優先で耐える事その後終息すると思う。 福岡県
収⼊が減少し組合費の⽀払いが困難になってきた
収⼊が無くなった。 福井県
収⼊の⼤幅減少に依り普段の⽣活も⼤変。⾼い組合費など払えない。 神奈川県
収⼊も減少してますが早くお客様に来てもらうには明るく元気でいるように⼼がけるとよい。1000円カッ
トになんか負けるな。

茨城県

収⼊減収のための連合会での対策。 神奈川県
周りの⽀部が中⽌になっているにもかかわらず、まだ会議等に出席しなければならず、⽭盾しているなと思
います。

静岡県

周囲に低料⾦の店が増えてお客が流れてしんどい。 ⼤阪府
終活を考える年齢に●と、昔の床屋（理容）の組織（組合）がしっかりしていた頃が懐しく、楽しかった事
を思い出す。今は低料⾦のお店に振り回されている現状で⼈間界（欲）の醜さを感じずにはいられない。コ
ロナはそんな⼈間界に厳しい警告かもしれない。
終息するまでの間、組合員を少し下げてみても良いのでは？ 茨城県
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終息の声を開いても最後の最後まで気をゆるめない事だと思います。連合会はインバウンドインバウンド話
しばかりでしたとんでもないインバウンドになりましたわ私達地⽅では何の事か分かっている組事員はいま
せんでした。（外国⼈の観光客なんて1⼈もいません）

和歌⼭県

週休2⽇制度を希望、実⾏をお願いします。 ⼤阪府
集会が有りません 徳島県
充分していただいているので⼤変満⾜しています。 広島県
充分にやっている。 ⻘森県
充分に対応していただき感謝いたしております。 福岡県
⼗分やっておられるし、営業は個⼈の事ですので今まで通りお願いします。 滋賀県
⼗分恩恵を受けている。 栃⽊県
従来の活動に囚われず、実のある提⾔⾏動に注⼒して如何でしょうか。前例がないとかを理由にせず、上⼿
く活動されてる⽀部、業界関係店の提案を真摯に⾏っては？

福岡県

出来るだけ無駄な配布物を減らし、組合の体⼒を温存してほしい！！ 福岡県
出来る事は協⼒するつもり 愛知県
出来る事は先⼿先⼿でやってほしい。 埼⽟県
出来る時のスピード。 ⼤阪府
出来る範囲内で頑張るしかないのではないか。 宮城県
春先に理容店はしめずにすんだが、外出してはいけないという状況の中では、店があけれてもお客様はこな
い。次回仮に緊急宣⾔がでた場合はしっかり補償⾦がでる⽅向で進めていただきたい。

⾹川県

巡回指導などは、する側（地区⻑・⽀部⻑）の負担になると思う。みんながそれぞれ頑張って営業している
時に、余計な負担をさせるのはいかがなものか。

兵庫県

所得税の減免 ⿅児島県
書いてはみたものの、このアンケート役⽴ちますか？ 千葉県
書類などメンドクサイわかりずらい。 静岡県
書類等の配付の制限、無駄なものが多い気がする。 ⼭⼝県
助けて ⼤阪府
助け合いを考える。 千葉県
助成⾦などの⼿続きは、理容組合でも指導してほしい 佐賀県
助成⾦のお願い。 ⻑野県
助成⾦のお願い。 ⻑野県
助成⾦を出してほしい 京都府
助成⾦申請の優遇を⾏政に働きかけて欲しい。 神奈川県
助成⾦等ありがとうございます。 ⻑崎県
⼥性のエステを推奨するならば、まつ⽑エクステ、まつ⽑カールも施術を認められるよう働きかけて頂きた
い。

神奈川県

除菌のための経費増、どうにかならないか？ 神奈川県
商標登録を活⽤し、組合加盟店である事の充実をして頂きたい。脱退店や⾮加盟店が、⼀般消費者の⽬から
も⾮組合加盟店であると分かるように。

埼⽟県

将来組合、理容店（個⼈の）、免許制度などどうなるのか⼼配です。 岐⾩県
⼩さな個⼈営業は、家賃⽀援の対しょうとかにはあてはまらない者がいる。（助成⾦等） ⼭⼝県
⼩さな店はどうすれば良いのか、いつまで●けるか、いつ閉占すれば良いのか考えても何も浮かびません 岩⼿県
⼩泉・⽵中コンビの規制改⾰により、理美容の開業が資本家にも許可されて安床が乱⽴、少⼦⾼令化により
理・美容業界は苦しい経営が続いています。すばらしい技術が次世代に継承される為にも技術者を守る法律
が必要です。政治連盟の運動に期待します。

秋⽥県

少しでも⽀援⾦をいただけたらすごくいいと思う 宮城県
少ない⽀援とはいえ、⾮常に、助かりました。フェイスガードなどの配布など、様々な協⼒しても感謝いた
します。

埼⽟県

床屋にも国の⽀援がほしいです。 埼⽟県
昭和次代に厳しい修⾏して⾒につけた技術が、今は⼤変な世の中に⾃由をだめにしてますね。
消毒、衛⽣管理の厳守化で組合店の安全性をアピールしてほしい！ ⽯川県
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消毒、消毒といったって、⼿は荒るし、こまったものです。 埼⽟県
消毒・マスク・⽯けん・タオル・体温検・スリッパー
消毒・衛⽣に強いこだわりをもった業界であることを強くうったえることが最重要だと思います。 栃⽊県
消毒えき以外に作はないと思っている。がんばれ、がんばれ。 広島県
消毒と営業回復にむけて皆さんガンバリましょう。 宮城県
消毒など対策はしていますが、恐々営業しています。⽣活のため休業する訳にもいきません。もし感染して
休業しなくてはいけない場合の⽀援があれば良いと思う。

佐賀県

消毒や接客ソーシャルディスタンスをやっても、かからない、と⾔う保障は無い、もしかかった後のアフ
ターを考えてもらえたら

愛知県

消毒液（アルコール）の供給 ⻑野県
消毒液（エタノール）・マスクの安定供給に尽⼒してほしい。 ⽯川県
消毒液（エタノール等々）を出してもらいたい。店々の薬局に少ないようです。 福岡県
消毒液（特に器具の消毒に使うエタノール）を確保していただきたい。 ⼭⼝県
消毒液、マスクの配布が⼤辺助かった。 滋賀県
消毒液、マスク等初期（コロナ禍で）に組合員への配布は、むずかしかったのか…？そんな事をする事が安
床との差になるのでは…！同組合では、消毒液いただいた。

福島県

消毒液・マスク、⼀次的に買え無くて困った時が有ったので、全理連でも買えたらと思います。
消毒液・マスク等の供給を希望。 ⼤阪府
消毒液70％以上アルコールくらい組合員くらい配布してほしい 福岡県
消毒液など、これからも、⼿に⼊るようにしてもらいたいです。 福島県
消毒液などのコストダウでの購⼊を全国でまとめていただいて 福井県
消毒液などの供給は助かります！ありがとうございます。またよろしくお願いします。 ⿅児島県
消毒液などの配布をしてほしい 三重県
消毒液など配給してほしい（無料） 兵庫県
消毒液のかくほ、など、もしその時の為に確保など考えて欲しい ⼤阪府
消毒液の円滑な供給をお願いします。 神奈川県
消毒液の配布は助かりました。ありがとうございます。 愛媛県
消毒液の配布をしてほしいです。 奈良県
消毒液の無料配布、消毒器具に対する補助⾦（紫外線灯が⾼い為） 熊本県
消毒液はジェルを頂きましたが、液の⽅が使いやすいです。 ⼤分県
消毒液はほんとうに助かっています。 ⼤阪府
消毒液や、マスク、其の他必要がある場合全連から配布して下さい。 北海道
消毒液やマスク、フェイスシールドもっと配布して下さい。 三重県
消毒液やマスクなど毎⽉、少しでもいいのでほしいです。 静岡県
消毒液やマスクの配布はあったが、数も少なく後⼿後⼿の感じである。よって⾃分⾃⾝で考えていくしかな
いと思っている。

神奈川県

消毒液やマスクの品薄の時にもっと早くほしかった。何をするのにも遅いと思った 埼⽟県
消毒液を安定的に安価に供給して欲しい。 福岡県
消毒液等ありがとうございます 茨城県
消毒液等の円滑な供給お願いします。 沖縄県
消毒液等の購⼊が全理連を通して補充しやすいようにしてもらいたい。 福岡県
消毒剤、マスク、フェイスシールドなど、とても助かりました。組合員でよかったです！ ⾹川県
消毒等感染防⽌対策を充分にやっている事を組合を通して更らに⼀般の⽅々に発信して頂きたいです。 愛知県
消毒薬が買っても買ってもすぐなくなるのでキリがありません。消毒薬の無料配布を希望します。コロナ感
染防⽌⽤などのポスター、ステッカーなどまだまだ欲しいです。PCなどで希望者だけ…となるとPCのない
店舗などにはキツイです。状況が状況ですので全ての店舗に配布を希望します！

千葉県

消毒⽤Dエタノールの安価販売 東京都
消毒⽤エタノールなどが安く買えたらと思います。 宮城県
消毒⽤エタノールの安定供給が要望です！徳⽤サイズ（4l、5l）も格安価格にて、頒布して欲しい！！ 北海道
消毒⽤エタノールやマスクの確保をして欲しい。 東京都
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消毒⽤のアルコール、その他消毒⽤品、器具の安価購⼊できるように！組合あっせんは⾼い！ 京都府
消毒⽤品⼀式を、毎⽉⼀定量の⽀給（フェイスガード・マスク含む）。万が⼀感染した場合の組合員に対す
る具体的な⽀援策を発表してください！！

神奈川県

消費者に向けて、組合加盟の安全性をアピールしてほしい（PR⼒）
消費者各位への営業努⼒をPRして、安⼼安全な業界へ客⾜が戻るようにして欲しい。 千葉県
消費税を減税してほしい ⼤阪府
消費税を納税してる店の助けないと、良い理容連合会は出来ない ⼤分県
消費⽤アルコール各店に引変劵の配布（補助⾦）全組合店で豊富に使⽤できるように！ 三重県
消⽑品、設備等の助成⾦。 岩⼿県
上からのめせんで全国理容連合会でどうしたらお客様に安⼼感をなえるか 静岡県
上からの働きかけのお陰で、個⼈店でも、あわてる事なく⾏動でき、ありがたいです。 ⻑野県
上に⽴つ⼈と普通の理容師さんの考え⽅が違うのでは。⾃分の⼦供が後を継がないのわ？ 兵庫県
上記でしめした⾦巻⼜は、QRコード決済利⽤を業界全体で押し進めていけばどうか？ 福岡県
上記の声を国家に届けて下さい ⼤阪府
上記を政治家へ圧⼒をかけてほしい 福島県
乗り越えましょう…しかないです。 ⼭⼝県
乗り切りましょう、頑張ろう ⻑崎県
常に感染するキケンに⾝をおいて不安である。 ⼤阪府
情報・対応をもっと早くしてほしい。 ⼤阪府
情報が遅い。（組合からの判断、資⾦⾯に関する事） 沖縄県
情報の共有。 神奈川県
情報の伝達が遅い。地⽅の者にとっては⾏動に迷う。⼀⻫配信できるシステムを作ってほしい。 兵庫県
情報はHPにのせてもらい興味のある⼈が⾒る様に、紙の無駄使い！ ⻑野県
情報は早くないと役に⽴ちません。問9に回答がありましたら、ぜひすぐにでも知りたいと思います。どう
かお願いします。

秋⽥県

情報をいち早く流してほしい。 佐賀県
情報提供 茨城県
情報発信。 静岡県
情報発信を常に先を⾒すえて⾏ってほしい。 沖縄県
状況に合わせて対応してほしい。 埼⽟県
職種に限らず現在も恐らくこれからも耐えなければと思う。⾊々と勉強させられる事もあり、対応せねばと
考える。

奈良県

⾊々と、ご苦労様であります。 岐⾩県
⾊々とアクリル板を店に提供して欲しい。 京都府
⾊々とありがとうございます、もう少しじっとがまんと思います 新潟県
⾊々とありがとうございます。⾊々なアドバイスをお願いします。 兵庫県
⾊々とお世話になりますが今後ともよろしくお願い致します。 福井県
⾊々と頑張って下さい。 滋賀県
⾊々と助かっています。 ⼭⼝県
⾊々と⼼配していただいてありがとうございます 静岡県
⾊々と組合員への⼼くばりと対策等、とても頑張ってくださっている事に感謝⾄します。ごくろう様です。
そしてありがとうございます。
⾊々と対策をして、考えてくれて有難当うございます 北海道
⾊々な、情報を迅速に組合員に届ける様、努⼒して頂きたい。ご苦労様です！！ 岡⼭県
⾊々なアイデア、指導を頂き組合のありがたさを組合員は感謝している⼈達が多くなってきていると思いま
す。今後の組合の存続の為協⼒していきたいと思います。

新潟県

⾊々なお⼼遣い、⼼より感謝致しております。 宮城県
⾊々なじょうほうをおしえて下さい 愛知県
⾊々な⽀援おねがいします。 群⾺県
⾊々な⽀援をもらえてありがたく思っています。 愛媛県
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⾊々な事業について頑張って下さい。 ⻑野県
⾊々な情報をよろしくお願いします。 千葉県
⾊々な情報発信ありがとうございます。 ⿅児島県
⾊々な宣伝媒が送られて来ますがもうひとつあかぬけしていなくて、店に貼れません、もっと若い⽅が加
わって今のオシャレな感覚の堂々と店に貼れるものをお願いします。

⼤阪府

⾊々な対応に感謝しています。 ⾼知県
⾊々な対策や、⾏事は役員の負担になっているので少しはなくした⽅が良いのではないか？組合員の減少に
もつながっている事が多い、特にボランティアの⽇など！強制的にやらせると皆いやがるし役員ばかりが、
⼤変な思いをする

群⾺県

⾊々の気配り、フェイスシールドをありがとうございます（今後も宜しくお願いいたします 岩⼿県
⾊々の品物、ありがとうございます（マスク、マウスシード、フェイスシード等） 埼⽟県
⾊々やってくれてありがとうございます。 新潟県
⾊々やって来ださりこれからも宜しくお願い致します。 岩⼿県
⾊々頑張って頂いて感謝しておりますが、かなり無駄も多いかも… 京都府
⾊々御苦労様です。 神奈川県
⾊々⼼づかい有難うございます。 ⼭⼝県
⾊々対策ありがとうございます。
伸びきるまで来ない⼈が習慣に（会合、集会、イベントがないので）なるのがこわい。 ⻑野県
⼼強く思いました。 ⾼知県
振り返えってみると、ちょっと⾯倒だった組合旅⾏、その他など今は組合の親睦によかったと想います 宮城県
新コロ対策の情報をもっと積極的に出してほしい。⼜医療なみに⽇々神経を使って業務しているが、特に補
助もないのはちょっとおかしいと思う。もっと国とのパイプを利⽤して陳情なりしてほしい。

⿅児島県

新しいじょうほうなどはおしえてほしい。 神奈川県
新しい事を「わからない⼈がいるから。」とやめないでほしい。時代に合わせた組織でなければ衰退をして
しまう。需要のある事に集中し、慣例となっているいらない事を思い切ってやめてほしい。

愛知県

新しい情報をペーパーでは遅いので全国から県へ県から⽀部へメール送信してほしい 福岡県
新しい⽣活式実践事業者補助⾦がもらえる確率が⾼いので問7にこれも書いてほしかった 岡⼭県

新しい髪形の講習など沢⼭企画して欲しい。たえず刺激を受けて⼤好きな業ですから進んで⾏きたいです。

新しくて前に進むもよし、安い理容所と普通の理容所の較差がなくなったのでは？組合に魅⼒がなくなって
いるのでは？

兵庫県

新営業の実態や他店の取り組みをもっとたくさん紹介して欲しいです。
新規のお客様を取り⼊れるのは難かしい。コロナになったらお店終わりです。
新型コロナウイルス、⼀⽇でも早い終息を願っております。 栃⽊県
新型コロナウィルス・ガイドラインセミナー等、⾮常に役にたった。 宮城県
新型コロナウイルスが1⽇も早くおさまる事を願う1⼈です。 埼⽟県
新型コロナウィルスガイドラインセミナー修了証は、とてもよかったと思います。 群⾺県
新型コロナウイルスが更に拡⼤した場合、理容業を守る為に営業を⽌める勇気を持って下さい。 静岡県
新型コロナウィルスで個⼈的に消毒液を講⼊するとコストがかかるので補助があれば助かります。 福岡県
新型コロナウイルスの感染拡⼤予防ガイドラインの普及状況などもっと早く組合員に知らせるべき！ 千葉県
新型コロナウイルスの発⽣のため理容サロン店がお客様の利⽤回数が減り売上が減少しております。 ⼭梨県
新型コロナウィルスの流⾏であらためて理容業の社会に対しての位置づけが低い事に気づかされました。国
家試験制度において営業を⾏っていても、衛⽣⽤品（マスク他）消毒液（アルコール他）も必要な時にない
状態でした。これを期にもう1度理容業のたち位置を考えていただきたいと思います。

⼭形県

新型コロナウイルス拡⼤の影響で休業者も増え組合も⼤変です。組合は調度4000円＋消費税400円￥4400円 静岡県

新型コロナウイルス感染拡⼤の対応策を⾊々考え、⾊々の事⾏を⾏なっていただき有難うございます。 福井県
新型コロナウィルス感染症が発⽣した時、マスク・消毒液などについて対応が遅かった。 埼⽟県
新型コロナウイルス感染症対策、講習会を⾏こなう。 ⿅児島県
新型コロナウイルス感染防⽌の修了証やステッカーは役に⽴ちました。 福島県
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新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実⾏⽀援事業。洗髪台を4台から2台にして、
半個室にする改装をしたが、申請を受けつけていただけませんでした。積極的に対策をとろうとしているサ
ロンに⽀援や補助がうけやすいように、はたらきかけをお願いいたします。

東京都

新型コロナが早く収まるよう理容師として何か発信すべきだと思っています。 京都府
新型コロナには全理連の皆様⼤変ごくろう様です 愛知県
新型コロナに関して当初励ましのハガキやら、度々アンケートやポスター等を頂き、⼼強く思っています。
過疎化が⽌まらない⽥舎で営業していますので、深刻な状況ではありませんが、逆に⾼齢者が多いので⽤⼼
されて回転は悪いです。コロナ対策はできる限りの事を実施しております。

⼭⼝県

新型コロナ感染症が少しでも早く終息する事で、⾃分達か感染しない、お客様に感染させない様に気を付け
る位しか私達には出来ないので、外出、会⾷しない様にしています。

新潟県

新⽣活様式の助成⾦が有りましたが（市町村によりますが）申請に間に合わず、理容組合員の状報の少なさ
に残念です。飲⾷店業は多く利⽤した様です。

埼⽟県

新年のポスターははりたく有りませんどろぼうにはいられる恐れ有りに 神奈川県
新聞の全国紙判に全理連の名前で理容店のコロナ以前から感染症に対する消毒等の対策がなされている事の
周知徹底のための公告をのせるべきです！！！

三重県

新聞を拝⾒させてもらいますがワクワクしません。 ⻑崎県
神奈川県にもずいぶんふえました。そのウチコロナにかゝる覚悟をしている。 神奈川県
親の代を継ぎ、妻と娘と三名で働いていたが、⼆年前に妻をガンで亡くし、娘も別の職業につき、84才で現
在1⼈で店に⽴っております。1⽇⼆⼈前後来るお客さんに励まされ、理容業の好きな⾃分はいつ鋏を持っ
て、いつあの世に⾏つも、くいはなし。

岩⼿県

⾝と⼼の健康管理なくしてスグレタ仕事はありえないと思います。 茨城県
⼈の動きが制限され、経済が縮少し戦争状態とかわらない。公⾦がジャブジャブ出てくる今こそチャン
ス！！

兵庫県

⼈りひとりの⾃覚です、守りましょう。 群⾺県
⼈を守る理容の⼒を信じてがんばってまいります。 愛知県
⼈員をへらす。 ⼤阪府
⼈気のスポーツ選⼿など使⽤した、テレビのコマーシャル。 神奈川県
⼈⼝減により理容業は消滅します 千葉県
⼈⼝減少、後継者不⾜、理容学校減少、組合員の脱退が早く叫ばれたが、何⼀つ良くなっていない。むしろ
無⼒感もある。幹部の⽅々がお友達組織になり、逆らったり、反対意⾒を⾔えば除外する傾向にある。

⾹川県

⼈数が多すぎます 京都府
⼈⽣なにがおこる事かわかりません。⾃分⾃⾝の気持のおき場所に考えていきます。
迅速な対応いつもありがとうございます。コロナ禍での営業継続へ向けてこれからも組合ネットワークを⽣
かして発信して下さい。

東京都

世の中、⼤変な時代となりましたが、現場もコロナに負けないように頑張りますので、このような取り組み
に感謝してます。頑張って下さい。

⼭⼝県

世界が⽇本が早くコロナ禍から抜け出ることを祈るだけです。 岩⼿県
世界の流れに乗れない時は、全理連を拾てます。こちらも捨てて下さい 千葉県
世界⼤会どころじゃない。もっと組合としての「スケールメリット」を発揮する良いチャンスなのに発信が
弱い。組合本来の「助け合い」の具体化がほしい。

神奈川県

世界⼤会等の最⾼⽔準技術のレベルアップと同時に市井の⼀般理容師に対してのレベルアップの啓蒙活動が
必要と同時に地⽅組合職員の意識も時代遅れにならないことを望みます

福井県

世情に便乗する事は、周囲の⼈々に好印象を与えたと思う。今後もコロナに負けず、良い意味で世間を騒が
せて頂きたい。

新潟県

世代間別、連合会をシステム化。区分、システムしたらどうか。 ⼤分県
政治の⼒で理容の安全と持続化給付⾦を延⻑して欲しい事をアピールして欲しい。 愛知県
政治家にはっきり現況を伝えているのか。 神奈川県
政治家に遠慮しながら話をしているように思えてしかたがない。 神奈川県
政治家の様に⼝だけではなく、すばやい⾏動で対応していただきたい 福島県
政治家をなんとかしろ。 新潟県
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政治会にもっと理容の現実を受ったえてほしい ⻑崎県
政治資⾦をまいてもっと議員を動かす、給与のカット！！上納⾦（組合費）⾒合った働きを。 ⼤阪府
政治資⾦を有効利⽤。 静岡県
政治的発案を常に注⽂し会員の不理役になることはすぐに阻⽌できるようにイデオロギーを⾼める様にお願
いしたい。春の理容ストップを1⽇でびっくり返したのは良かった。

⻑野県

政治不信、正直者がバカを⾒る世の中にしないよう！ 京都府
政府でもう少し困っている⽅に給付⾦をおねがいしたです！ 秋⽥県
政府との関係を更に密にお願い致します。 茨城県
政府などへの対応など、対応がおそいと思う。
政府に対しての理容業への⽀援 福井県
政府のGOTOで流⾏多数にもっている経済も⼤事だわかる。が資⾦当てるばかりでなく（コロナ）遮断する
＝主事する希望する。

静岡県

政府の対応が、後⼿後⼿だと常に思うので、連合独⾃の⽀援や、国への働きかけを引き続きお願いします。 兵庫県

政府の対応が遅い、菅ワビ、⼆階ワビ！⾶⽥（理事⻑）ワビ！（無策） 東京都
政府の発表で理髪店が感染すると公表された時は怒りを覚えたが、後から訂正解除になり安⼼した。全理連
で国へ要請したのだと思いました。

⼭形県

政府への働きかけ。 茨城県
政府への保障⾦などの働きかけ。 愛知県
政府へ理容組合員（店舗）に⼀律給付⾦の要請 群⾺県
政府政策でなく⾃⼰責任を⾃覚する国⺠組合員に導く様に。東京都最悪くだ。
整髪中のマクスは取って頂いてますが正確にはどうしたらいいでしょうか 福井県
正しい情報を⾒て、コロナウィルスの知識を知る事。 ⼤阪府
正直、配られてくるプリント「全理連」などはほとんどの⼈がよんでいないので必要ない。実際使える物
（マスクetc）などの配布や、全国組織なので、⽤望などして各店舗に⼀定の⾦額の配布など、現実困って
いる物への対応をしてほしい。⼊っていて意味がある組織じゃないなら、みんなやめると思います。

新潟県

正直あまり期待はしていない。 神奈川県
⽣・衛の特別相談員をやっているが、組合員に全くと⾔っていいほど周知されていない。こういう時にこそ
活⽤されてはいかがでしょうか？

⻑崎県

⽣衛業、理美容業に対しての休業補償等を政府に対して陳情して頂きたい。 宮崎県
⽣活が⼤へんです 福井県
⽣活に必要とされロボットには出来ない尊い仕事だと思います。 ⿅児島県
⽣活衛⽣同組の中で積極的な⾏動を維持しているのが良いと思います今後もより⼀層の活曜を●います。 京都府
⽣活費が⼤変。 三重県
⽣活⾯では苦しいが、短期間の休業対象としては、理容業もあってもいいのではないかと思う。接しょくの
サービスでこわいことがある。都会と地⽅とはちがうと思う。

秋⽥県

声かけだけではダメ！もっと本部ががんばらないと、組合の意味がない！インフルエンザの予防接種代の補
助⾦・N95マスク等の現物⽀給を望む！

茨城県

⻘森では、3万円位の給付⾦を出したと聞いているが、栃⽊県は出ないのか？ 栃⽊県
⻘年部（郡⼭⽀部）で⼤森理事⻑のオンラインで話をしてほしい。 福島県
静岡県伊⾖市はオリンピック分村地域としてオリンピック関係者の理容サービス提供の協⼒を要請されてお
りますがコロナ渦のなか、オリンピック理容サービスはお断りしたいです。全連がオリンピック組織委員会
に協⼒を約束したことにより当該⽀部は⼤変なことになっております。東京と地⽅は状況が違います。お断
りしたいです。

静岡県

静岡県富⼠市 静岡県
税の猶予をぜひお願いしたい。 岡⼭県
税⾦（消税）を助けて欲しい、税⾦⽀払うよりスタッフを（給料）が第1なので家賃は何とか−税⾦が問題
−消費税カード5％なる⽀払でも売上と会社に⽀払うのに
税⾦の猶予は出来ないのだろうか？。 三重県
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昔なからの、とこやさんの古いイメージから、⼥性が来やすいイメージ作りをしてほしい。そういう事に
もっと組合費を使ってほしい！！

秋⽥県

接客業のワクチン確保。 岐⾩県
接触を避けるために回覧・配布物等の負担を減らしてほしい 埼⽟県
接触業者なのだがら、お客様に安⼼して来店出来る様にPCR検査を定期的に出来る様政府にはだらきかけて
欲しい。

茨城県

設備投資（コロナ対策）への何割かの補助を⾃治体や国に働きかけて欲しいです。（お願いします）
設備⾯での補助⾦があるといい！ ⽯川県
絶対、クラスターが、おきないようにしたい。 ⻘森県
先の⾒えないコロナ、組織を通しての、PR、安全のアピール強化へのチラシ、ステッカーなど作成したら
どうか、定期的にあれば安⼼かな！

秋⽥県

先の⾒えない現状、⼀回、⼆回の給付⾦ぐらいでは、どうにもならない。 宮崎県
先は健康第⼀です ⿅児島県
先頃のコロナ対策のセミナーのDVD＆アンケートは全くの無駄だと思うんです。年輩の⽅はDVDを⾒るす
べを知らないし機器も持っていない⼈もいると思います。予算消化の為の事業としか思えません。（全理連
の⾃⼰満⾜）それより組合費を現⾦で戻す⽅が良かったと思いますね〜。

栃⽊県

宣伝広告が昔からダメだと⾔う⾵潮が理容業界には定着しているようです。罰⾦とも時代的にナンセンス。 三重県

専⾨家のアドバイスを頂き、理容業者が良く働けるようにお願いします。 ⻑崎県
専⾨的新技術導⼊→理容以外の分野を加える 新潟県
戦后の様に電気、ガス、⽔導、⾷物全べて配給にしてほしい 神奈川県
前回ように組合費を取らないようにしてほしいです。（少しでも負担⾦をへらす事）。 ⼤阪府
前述したように消毒機器の補助など配備等の得点を⼀考して頂きたい。 ⾼知県
前進あるのみ。 ⻘森県
前年度の売上50％以上落ち込まなかったが、30％とか40％の⽉もあって経営が⼤変です。持続化給付⾦と
か満額じゃなくてもいいからもらえる制度を政府に伝えてください。正直⼤変です。

富⼭県

前例の無いコロナ禍の中、速にマスクの販売、フェイスシールドは⼤変助かりました。ありがとうございま
した。

⻘森県

全く期待はずれ、現場が必要とする⽀援はほぼ無い。 福岡県
全く顧客がしたいと⾔われなかったニューヘアーは意⾒がない。売れている美容師のメンズスタイルのほう
がかっこいいので参考にしたほうがいい。3講習会、もっと内容の濃い顧客⽬録の講習をしてほしい。回数
も多すぎると感じます

兵庫県

全て、おまかせしています。 ⻑崎県
全ておそい、国と変らない 広島県
全てにおいて情報が遅いと思う。スピード感。 北海道
全てにおいて満⾜の⾏くご指導や対策を頂いており感謝しております。 新潟県
全てのお病に感染予防対策を撤底して頂きたい。1軒でも出てクラスターにでもなれば⾵評被害がすごいこ
とになる

奈良県

全国…（各）市町村に（アウト）理容組合・脱会・多いですネ、全理連の役員さん…考えて…。 岐⾩県
全国アンケート調査をよくやているとおもいます。 群⾺県
全国にて加盟店でコロナ感染してない店を紹介しておく。 岡⼭県
全国ネットでの組合での取組PR。（個⼈でのPRに限界がある）（お客様⾃⾝の認⽒の低さ） （3）今だ
からこそ、員外者との差別化をすべき。

京都府

全国のうまくいっている、頑張っている⽅の営業⽅法を教えてほしい。 広島県
全国のお店では集客・売上upの為、こんなメニュー・こんなサービスをしています的な情報があれば⾃店で
の売上up・客数・単価upに⽣かせるのではないかと思います。

⼭⼝県

全国の情報を発信してくれると嬉しいです。 静岡県
全国の組合員は、多種多様だと⾔うことを、解してほしいです。 兵庫県
全国の組合店が、今、コロナによってどの様な損害が出ているか、ある程度の現実を知りたい。 静岡県
全国の組合店へのほじょ⾦（助成⾦）等を（コロナ、影響あるので）けんとうしてほしい！ 静岡県
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全国の組合理容店のコロナウイルス感染状况を発信して欲しい、明らかにして欲しい ⿃取県
全国の理容業の店主は何％が男性で何％が⼥性ですか？何才のお客様がボリュームゾーンですか？男性のお
客様が何％⼥性のお客様が何％組合員は知っていますか？各ちいきにそった取組が必要では？字がてきとう
でごめんなさい。

島根県

全国の理容店が頑張っているので⼼強い。（コロナに対して） 富⼭県
全国の理容店にてホームページが利⽤できる状態へ、作成への⼿助け。 福岡県
全国の理容店に消毒液やマスク配布してほしい。フェイスシールドよりこちらがほしい。 島根県
全国の理容店への⽀援は⼤変でしょうけれど⾃分の店は⾃分⾃⾝で守らなければと思いますがこれからもし
ていただける⽀援はありがたくお受けさせていかせて頂きます。毎⽇必要は、マスク、アルコールです。よ
ろしくお願い致します。先⽣⽅もお気を付けください。
全国⼀⻫に統⼀する事。 埼⽟県
全国規模の利点を考えてほしい。 宮城県
全国組合員のコロナ感染実態を逐次知らせてほしい。 静岡県
全国組合員の為に、安全、安⼼を顧客向けたポスターを考えて頂きたい。 新潟県
全国組合店の安⼼、安全なサービスをマスコミなどを通じてアピールしてほしい。 兵庫県
全国⼤会、世界⼤会だいじょうぶでしょうか？！ 東京都
全国⼤会は今年も中⽌して欲しい。 島根県
全国⼤会は中⽌となりましたが、今後東京での会議はどうなんでしょうか？ 秋⽥県
全国⼤会をして欲しいスタッフのモチベーションUP⽬標として。 京都府
全国的なシェービング中⽌を！当店は4⽉よりお客様から指摘されて中⽌してます。 福岡県
全国的な安全をPRしてほしい。防⽌策をおこなって。 北海道
全国⺠にこの様に組合は皆様の為に働らいています、安全の為 神奈川県
全国理容組合に対し種々な⾯で御配慮頂き有難（感謝致して居ります、有難度う御座居ます、幹部の⽅々御
苦労様です。

埼⽟県

全国理容組合の感染状況はどうなのでしょうか？ 宮城県
全国理容組合は何をしてくれましたか？理事⻑さんなどお給料頂いてますよね、今回すべて返還してみては
どうでしょうか？今の国会議員の⽅とどこが違いますか？若い世代と年配の⽅とでは⾊々な⾯で⽣活事態が
違います。いつも送られてくるポスターなどいりません！もっと他の事を考えて下さい。組合役員をされて
いない⼀般の⽅の⽅がよっぽどかいい案を教えてくれます。今の組合には、恕りしか感じませんこれでは若
い⼈は組合やめますよ。（もっと沢⼭ありますが書いても何も変わりません！）

三重県

全国理容組合加⼊者店に無料配布して下さい！マスク・消毒液・その他！ 埼⽟県
全国理容組合地⽅と都市部との平等性を徹底。 兵庫県

全国理容連合会から、マスク、フェイスシールド、消毒液等をいままでの⽤に円滑な供給をお願いします。 ⻑野県

全国理容連合会からの⼀店舗への⾒舞⾦が少なすぎて驚きました。恥ずかしくて⾔葉が出ません。（⾒舞⾦
などないほうがかえってすっきりします）。

愛知県

全国理容連合会で⽇本ぜんたいをコロナに負けないでたたかいましょう 栃⽊県
全国理容連合会に携わる皆様⽅の努⼒と御協⼒に感謝いたします。 群⾺県
全国理容連合会に対しましては⾊々苦⼼して組合員の事を考えて下さってます事、誠にありがたく受けてま
す。感謝のみです。ありがとうございます。

静岡県

全国理容連合会の皆様、⾊々な案・⼿段をありがとうございます。お互い、⼤変な世の中ですがみんなでが
んばって乗り越えましょう。

⼤分県

全国理容連合会の事業に贊同しています。これからも頑張って下さい。応援しています。 岡⼭県
全国理容連合会の⽇本全国の組合員からコロナを出さないように、もっと回復はそれからです。⼜、組合店
からコロナに気をつけるように書類もっと全国各組合員に出したらいかが出すか。

千葉県

全国理容連合会はよくしてくれています。ありがとうございました。 岡⼭県
全国理容連合会は何んでもおそすぎる
全国理容連合会は消毒液くらい。・組合をやめようと思っています。・県議員なにもしてくれない（おおは
しない）。

岩⼿県

全国理容連合会への納税を3年間⽌める事を希望します。 静岡県
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全国理容連合会もワクチンの早期承認の要請と医療者関係⾼齢者の次ぐらいに受けられる様要請する。 福岡県
全世界の理容師、理容店にどのように対応しているか調査したらいいかも ⻘森県
全々対応がだめ！。
全組合員に、エタノールと次亜塩素酸⽔溶液を配てほしい。 ⻑崎県
全組合員にエタノール80％の無料提供をお願いします。 茨城県
全組合員へのPCR検査。 茨城県
全組合員を無料でPCR検査を、させて下さい。 佐賀県
全体の検査（PCR等）実施。 栃⽊県
全体への⼀せー休業等。 愛知県
全体的に時代遅れ感がする。組織の若返りをのぞむ。 茨城県
全店へのセミナーDVDの無料配布を！ 北海道
全店舗への予約制の義務化。 群⾺県
全理事としての⼗分に実効性のある指導に感謝しております。ただ地域によって状况は違うと思いますので
独⾃の対策も必要かと思っています。役職の皆様御苦労様です。

福島県

全理容師のために全国⺠を動かして下さい。 ⿃取県
全理連、組合のほうで、警告を出して、くれると良いと思います。（まんねり化しない為）
全理連Payを作って下さい。LINE登録も出来る様にして下さい。 福岡県
全理連から、議員が出ると良いと思う。 茨城県
全理連から、世論にたいしてのアピールやメッセージがまるで⾒えない。
全理連からお客様へのPRとCMをお願いしたいです。（中⾝は、マスクを外して施術しますので理容店の中
では、会話には最⼩限にしましょうという内容で）

⻑野県

全理連からの安全性をPRしてもらいたい。 ⻑崎県
全理連からの給付⾦とかはないのですか？？売上⾦にかかわらず。 愛知県
全理連から回ってくる販促品は値段が⾼い。 栃⽊県
全理連から講師さんに勉強させて頂きましたけど出張はまだ、引かえて頂きたいと思います。 ⿃取県
全理連から⽀援がない。 兵庫県
全理連が必要だという⼈の気が知れない。きっとパラレルワールドにいる⽅々だと思ってます。 茨城県
全理連での貸付けなどもしてほしい。 静岡県
全理連では、消毒タタン頂だいしました。感謝致しております。 新潟県
全理連で国に対して解除要請をし、組合員さんに、もう⼀度給付⾦を⽀給できる様にして下さい。 群⾺県
全理連で理容業界は、こんなにコロナのために対策していますよとテレビなりラジオなりPRしてほしい。 埼⽟県
全理連とアウトサイダーのちがいのアピール ⿅児島県
全理連として何が出来るのか、組合員にどんな⼒になれるのかこちらが問いたいです！ ⽯川県
全理連として全店に3〜5万円位⽀給する。 愛媛県
全理連による給付⾦⽀給（毎⽉組合費⽀払いしています。こういう時に組合の意義をみせてほしい！！
全理連に⼊っているメリットをもっとあピールして、組合員を増し、昔みたいな活気ある協調性のある、ま
とまった組合で、どこにもない、羨ましがられる理容業界であって欲しい。

熊本県

全理連のコロナガイドラインを遵守すれば、ほぼ店内でのコロナ感染を防げる事は参考になりました。 福島県
全理連のマークが⼊ったマスクがあれば買いたい。 ⼤阪府
全理連の意味毎⽉組合費の意味 広島県
全理連の⼀層の努⼒下部に⽬を 群⾺県
全理連の会員さまでコロナウイルスに感染者が出た店舗はありますか、無いですか。無い時だけでよいです
が、理楽タイムズ読者ひろばにでも記載して下さい。来客にアピールできます。

三重県

全理連の皆様、カット前に必ず。ワンシャンして下さい。私の所ではやってます。 京都府
全理連の皆様コロナの中たいへんと思います。御⾃愛くださいませ。 ⻘森県
全理連の皆様何時⾊々な情報などありがとうございます。 北海道
全理連の活動には⼤変感謝しています。今後ともよろしくお願いします。 北海道
全理連の経費収⽀を発表してほしい、TIMSなどで。 福岡県
全理連の⾏動に期待してます。 福島県
全理連の対応は全て中央部⼼中であり、地⽅に対すギャップが⼤きい。 ⻑崎県
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全理連の対策、対応の早さに会員も勇気付けられています、有難度うご座居ます。これからも引き続くと思
われる、ワクチンの接種等、さまざまな案件への対応が必要になって来ると思いますのでよろしくお願いし
ます。
全理連の⼤森会⻑初め理事の皆さんは⼀⽣県命に、コロナに対しても頑張っておられ、私達組合員も⼀⼈々
が本当に気を付けないとと思います。理事の皆さんも⼤変だとは思いますが、本当に組合員から⼀⼈も出さ
ない様、真剣に守り務めたいと思います。

神奈川県

全理連の働きで理容業からの発病が少いのは、感謝します。それに答えられる様に組合員の⼀員として努⼒
と協⼒をしていきたいです。

⼤阪府

全理連の⽅からもう少し組合員を減さない⽅法を具体的に教えて下さい。 岡⼭県
全理連の⽅々それなのに⼀⽣懸命頑張っておられます。全部が全部に満⾜させる事は出来ません、今後も頑
張っ下さい。

⼤阪府

全理連の理事会議等は、オンライン会議で実施しては？ 滋賀県
全理連は⼀般的に頭の良いと思う異業種の職業のシステムを勉強して理容業の地位向上・⽣活安定に努⼒し
てほしい。

⼭⼝県

全理連は今回のコロナの間よくやったと思う。 兵庫県
全理連も頑張ろう、無能な理事⻑は早く交代してくれ。 ⼤阪府
全理連や⽀部組合様の迅速な対応により、フェイスシールド、消毒液等の配布に感謝しております。 茨城県
全理連加盟店は安全、安⼼であると思ってもらえる様、全体で頑張りましょう！ 北海道
全理連会員でよかったと思える活動を期待します。 静岡県
全理連頑張って下さい。 新潟県
全理連独⾃の給付⾦⽀援を 福井県
全理連理事⻑様有りがとう、良くして頂いてます。 広島県
全連から組合へ10年以上会⼊、20年以上かにゅう、30年以上かにゅうでわけての給付⾦等。 徳島県
全連から単組への指導が遅い！ 三重県
全連でも運転資⾦として1店舗あたり少なくとも20万円位助成してほしい。 静岡県
全連で⾊々⾏なっているようだが形だけに⾒える。地⽅には届いていない。 北海道
全連の活動が⽬に⾒えない。 ⼤阪府
全連は何故、都知事の理美容を営業⾃粛の対象とマスコミに向けての発⾔に対して、⼤森として都知事に対
して直接、謝罪を求めないのか、⼤森としてやるべきである。⻄村⼤⾂、安部総理の打ち消だけでなく、全
連の代表として⼤森の役⽬と考える！組合の意義はすでに無い、退会者の増加に拍⾞が⽌まらないとの危機
感はあるのか！

⼤阪府

全連は理楽新聞等でかなり情報等をしている思う。 神奈川県
全連ビルの建直しビジョンの明⾔性。（組合員に対し）。 ⻑野県
組会費の減額 宮城県
組後として無視する事は、出来ないと思うが良く対応して頂いていると私は思います。後は各々が対策する
しかないのではないでしょうか！！今後共頑張って下さい。

愛知県

組合（理容連合会）だからこそ出来る事を考えたい 神奈川県
組合・⽀部は事業等を全然⾏なわず情報もほとんどない。問2のセミナーはまだ開催してない。 神奈川県
組合・組織を守って下さい。 神奈川県
組合が、理容はコロナ以前より消毒に関しては、他の業種より、法律により厳格に守られてる旨を、もっと
アピールしてほしい。

京都府

組合から、フェイスシールド、消毒⽤スプレーをいただき、たいへん、助かりました。 岩⼿県
組合からアルコール消毒を配布して欲しい。 栃⽊県
組合からのお客様へのアピールを（テレビやマスコミ）。 埼⽟県
組合からの給付⾦がないのですがどうして給付⾦がないのですか。 群⾺県
組合からの給付⾦の配布。 滋賀県
組合からの給付⾦や助成⾦があるとうれしいです。 千葉県
組合からの給付⾦等が、あればいいな、と思います。無理かも知れないですが？ 沖縄県
組合からの⽀援⾦はないのでしょうか？ ⼭形県
組合からの⽀援等誇らしく感じました。夫は建設連合ですが、夫も理容組合に対して賛美しております。 埼⽟県
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組合からの資⾦援助もしくは、組合費の⼀時凍結はないんですか？ 滋賀県
組合からの配布物を減らしてほしい。担当役員の負担が多い。 ⻑野県
組合からの補助⾦（給付⾦）なんてもう出ないのでしょうか？あてにはしていませんが、無いよりあった⽅
が良い。

静岡県

組合からも練絡をもっと多くしてほしい。 愛知県
組合から国へお⾦何とかしてくれませんかね… 和歌⼭県
組合から持続化給付⾦を頂いた事、有り難かった ⼤阪府
組合が主催する講習中イベントは開催すべきではない。世界⼤会など、もってのほか、その資⾦は組合員に
還元するべき、世界⼤会を強⾏する意味がわからない、利権でもあるのか？

神奈川県

組合が組合に⼊っているメリットをいまこそPRしてほしい。 岐⾩県
組合が魅⼒であっほしい組合費無駄と感じないように 福島県
組合って意味が無くなりましたね 滋賀県
組合での持続化給付⾦を、全国の苦しい組合員の店に、援助⾦を出してほしい。 ⼭形県
組合では、感染防⽌策を⾏なっていると発進してほしい 茨城県
組合ではムリです。国の問題。 神奈川県
組合で⼀活して休業後の補助⾦の⼿続きをしていただいたことは⼤変良かったと思います。 愛知県
組合で給付⾦についての講習してほしい 奈良県
組合で共同購⼊してほしい。マスク、消毒液等。 千葉県
組合で消毒液、マスクの購⼊をして、組合員に販売するせんたくしは無ったのでしょうか？ 神奈川県
組合で⾚外線体温計等安く販売してもらう助かります。 ⼭⼝県
組合で費⽤を少しでもいいので負担してもらってPCR検査を受けて組合員は安⼼安全をアピールする。 愛知県
組合で無利⼦の融資をやってほしい。（百万円位） 神奈川県
組合とか国⺠は国の早くワクチンを打てる様にしないと防げる事は出来ないと思います。ワクチンが皆んな
に打てたら、スッキリしますよ、キット。

愛知県

組合として、出来る限りの事は、やっていただいていると思います。頑張って下さい。 滋賀県
組合としてコロナ対策のセミナーを確実にして、員外店との対策に対する差別化のコマーシャルを全国的に
やって下さい。その為には組合費を⽬的税の型で値上するのもやむなし！

静岡県

組合としての、メリット。コロナとワクチンの説明を詳緒に。 東京都
組合としてのスケールメリット、感染経路や対策、物品の確保に期待しています。 北海道
組合としてのメリットを再検討して営業をサポート ⻑野県
組合としての助成⾦。 北海道
組合としての利⽤度がない。 新潟県
組合としてわ政府のことを信⽤し●理容組合としてやっていけない ⽯川県
組合として⼗分な⽀援をしてほしい
組合なんか⼊ってても、なんて⾔われない組織作りをして下さい。 茨城県
組合にてワクチン配布してほしい。 埼⽟県
組合にはPRやマスク・消毒液など⾊々⽀援していただき助かってます。 広島県
組合による消費者への安全性のPR 福井県
組合に加⼊していない店の⼈達は、加盟店だけがいっしょうけんめいやっても、加盟してない店が雑にやっ
ておれば、理容全休が雑に⾒られがち。

岩⼿県

組合に加⼊していますが納めるだけで何のメリットもありません。いつやのようか…と悩んでおります。 茨城県
組合に加⼊しているサロンに対して、連合会からの給付⾦等、補助してほしい！組合員に対して！ 岐⾩県
組合に加⼊しているメリットのある⽀援 ⾹川県
組合に加⼊しているメリットを⽬に⾒える型にしてほしい。 奈良県
組合に加盟していても、組合からの配布物を⾒ない⼈が多く、講習会にも出席しない⼈がいるのが悲しい ⼭形県
組合に助けてもらおうとは思わず、⾃分次第である。 千葉県
組合に対して、何を⾔えばいいのか、お願いするのか、良くわからない。？
組合に⼊って2年⽬なので、特に、希望する事は、ありません。 新潟県
組合に⼊っていてよかったと思います。⾃分⼀⼈の考えではなかなか出きないです。 ⻘森県
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組合に⼊っていてよかったと思える活動をしてほしい。飲⾷業だけがこまっているのではない。早く政治⼒
で給付⾦を出してほしい。

東京都

組合に⼊っていて良かった！！と思える事をやってほしい。じゃないと組合費がもったいないと思うてしま
う。組合員はコロナの抗体検査を⽉1回やっていますとか、その費⽤を組合がもつとか安⼼だとアピールし
てできる事をやってほしい

福岡県

組合に⼊っていて良かったと思います。 福井県
組合に⼊っていない店とのさべつかを考えてほしい。 佐賀県
組合に⼊っていない店への保健所のけんさとしどう
組合に⼊っているお店は安全だとTV等でPRしてほしい。 福岡県
組合に⼊っているが何のメリットもない。組合を脱退したいと思っている。 富⼭県
組合に⼊っていることのメリットをはっきりと伝えてほしい。 ⻑崎県
組合に⼊っているメリットと員外店との差別になるのでは、今がチャンス
組合に⼊っているメリットをアピールしてほしい。 群⾺県
組合に⼊っているメリットをかんじない 静岡県
組合に⼊っているメリットを出すためにも、給付⾦を組合から出すべき。 静岡県
組合に⼊っている意味が分からない。辞めたい。
組合に⼊っている⼈と⼊っていない⼈の差をつけてほしい 群⾺県
組合に⼊っても特にメリットがない若い⼈の声はやめたがっている何かしら必要とするものがない 北海道
組合に⼊ってるメリットがまったく感じられない？どうしてだ！！ ⼤阪府
組合に⼊ってるメリットは感じないが、付き合いは⼤切ながら退会するつもりはありません 静岡県
組合に⼊ってるメリットを考えないとみんなやめちゃうよ！ 東京都
組合に⼊って良ったと思えるようにして頂きたいです。 愛知県
組合の●等、不要な会が多いので減らしてほしい。 愛知県
組合のおかげで個⼈経営でもやれていると思ってます。この⼤変な時、組合ならではの⼒に期待していま
す。

⻑崎県

組合のコロナ対応には協⼒しているが、事後処理が不透明である 神奈川県
組合のたいおうがおそい、マスクとか消毒液がはじめは⼿にはいらなかった ⻑崎県
組合のメリットがないので脱退したい ⼤阪府
組合のメリットは何ですか？ 新潟県
組合の価値を⽰せないと脱会、廃業が増えてしまうだろうから私では想像出来ないブレイクスルーを期待し
ます。

埼⽟県

組合の皆々様がいっしょうけんめいとりくんでみえる事々を何かの放映宣伝ありましたら？ 愛知県

組合の活動がない状況なので組合費を減額してほしい。影響が⼤きい地域は免除しても良いのではないか。 静岡県

組合の活動として、異業種の経営の成功者の⽅の話など、経営に役⽴つことを発信していただきたい（DVD
など）。

⿃取県

組合の基準となる、料⾦表を出して頂きたいと思います。 群⾺県
組合の決まり事を、しっかり守って、良い組合にしてもらいたい。ありがとう。 愛媛県
組合の⽉の集⾦が多すぎる。（組合を抜けようと思う） 群⾺県
組合の健康保険を考えてほしい。 神奈川県
組合の在り⽅を考えて欲しい。 ⿅児島県
組合の組織をシンプルにする。 ⿃取県
組合の組織⼒に期待します。そのための国家資格ではないでしょうか。昔のように全国津々浦々でサイン
ポールがまわっている⾵景を⾒たいと思います。

⼭形県

組合の脱会も検討 神奈川県
組合の中からあるお⾦で給付⾦を出したらどうか？。 愛知県
組合の店の安全なところを、アピールする様、宣伝する（テレビ）。 愛知県
組合の必要のない、事業をやめて、簡素化して⼀般の⼈の⽬に⼊る様な、ヘアースタイルを作り、ポスター
を利⽤して、PRすること。

富⼭県

組合の必要性のアピール 新潟県
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組合の⽅から、理容室は、安全という、アピールを、どんどんさらに強化して頂ければと思います。 茨城県
組合の⽅々、⾊々考えて⾊々やって下さっています。感謝しています。 愛知県
組合の⽅々で、夜るは、主⼈、昼は、御婦⼈が、出て働き、⽣活をささえている声も聞いてます
組合の無⼒がわかった。 静岡県
組合の⼒は余りない。店のスタフにどれだけ組合はするのか。 神奈川県
組合の⼒を活かし、この国の売国奴を⼀掃してもらいたい。 福島県
組合は（全理連）はもっと早く⾊んな法策を取るべきだ。 宮崎県
組合はあまり⼒になってない。やめようか検討中。 岡⼭県
組合はなにもならい。 ⼤阪府
組合は出来る範囲よくやってくれていると思っている。
組合は年輩の⽅が多く、ネットを活⽤していない。 愛知県
組合は⼒がない。 神奈川県
組合ヒが⾼い。組合を脱会したいと思っている。 千葉県
組合ヒの在り⽅を考えて欲しい。 北海道
組合へ⼊っているメリットが、今は少なすぎます。 ⻑野県
組合まかせですが、⾃分にあったセミナー、案内に参加します。よろしく ⼭形県
組合メリットが感じないこと、この先の連合会が⼤変なのでは？ 千葉県
組合をグレーゾーンに閉じ込めるのでなく、明るい話題も提供願いたい。 神奈川県
組合をできるだけ続けて下さい組合を脱退するお店が多いいですが組合員をできるだけ脱退しない⽅法をお
願いいたします

兵庫県

組合を通して、もっと多くのことに相談を求めてゆけることが現実にありますことをもっと理解してゆきた
いと思います。

広島県

組合を通しての気遣いありがとうございます。 北海道
組合員（店）への補助⾦等を考えてもらいたい。 兵庫県
組合員1⼈1⼈これからも、⼿洗い、マスク、消毒、など⾏ない、コロナに負けるな。 群⾺県
組合員1⼈々の声に⽿を傾むける（組合員の減少） 神奈川県
組合員あっての連合会であることを忘れずに、今こそ組合員に還元することを願います。 静岡県
組合員がPCR検査を受けれるように対策してほしい 島根県
組合員がどんどん⽌めている 北海道
組合員が減ってきて70才をすぎても役員をしなければいけない 和歌⼭県
組合員が減ると組合費が上がる、ますます、脱退や年齢で辞める⼈など、組合運営がどうなるのか… ⼤分県
組合員が減少しているので⼼配でならない。 岡⼭県
組合員が全国的に減少なので組合費も安くしなさい。 静岡県
組合員が組合に⼊っていて、良かったと思える、対策等をこれからも実⾏してほしい（例えば、年⾦対策な
ど）

福岡県

組合員が当事者になった場合はどの様な⼿を打って来れるのか？ 北海道
組合員が⼊ってて良かったと思える組合運営をお願い致します。 京都府
組合員が抜けて⾏く中で組合に加⼊しているのが有利だと実感させて欲しい。 群⾺県
組合員が本当に助かる事業をお願いします。 宮崎県
組合員さんの⾼齢が多くネットやスマホでの⼿続きなどが出来ずあきらめる⽅がいる、いろいろな申請をわ
かりやすしてほしい。

埼⽟県

組合員であると、得をする（メリット）を明確にする！！なかったら作り出して下さい。 ⻑崎県
組合員であるメリットを感じている。 福井県
組合員である事のメリットを今こそ再認識してもらうチャンスです。その事を認識してもらうために頑張っ
て下さい。

兵庫県

組合員でなければ受けられないうまみのあるようなものがあればありがたいです。 埼⽟県
組合員でよかったと思える組合作りを、脱退された⽅がもう⼀度帰ってきたくなる組合を
組合員で有るのにメリットが少なすぎる：その為⽀部でも組合離れが多く出てます。3．競技会その他個⼈
の為に組合の⾦を使いすぎでは？4．皆んなの為に使って下さい。

⼤分県
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組合員で良かったと思えるコロナ対策をしていただきたい。東京のレインボーステッカーと同じようなこと
をしても、お客様からの期待にこたえることは出来ない。

島根県

組合員というだけで理容師という誇に思います 福岡県
組合員どうしの協⼒が必要です。 北海道
組合員としてのメリットがあるのかと聞かれる ⿅児島県
組合員としてのメリットを感じないコロナ対策の助成⾦や給付⾦など検討して欲しい 茨城県
組合員と組合以外の店との新コロナウイルスに組合が感染防⽌に努めている事をマスコミを利⽤してアピー
ルしてほしい。

富⼭県

組合員と⾮組合員との「差別化」が必要な政策があってもいいと思う。 愛知県
組合員と⾮組合員との違い、組合員でよかったと思えるような何かないか。 ⿅児島県
組合員と⾮組合員との区別の徹底を図ることを希望。 ⻑野県
組合員と⾮組合員との差別ができることを願います。 宮城県
組合員と⾮組合員のちがいをアピールしてほしい。 新潟県
組合員など諸経費を安くして欲しい。有益な情報を迅速に提供してもらいたい。 群⾺県
組合員ならではの衛⽣消毒の徹庭を図るなど、信頼を得る為の広報活動に⼤いに期待したい。 茨城県
組合員にとっても、連合会にしてもすべき事はしていると思う。あとはお客様の良識次第。 福岡県
組合員になっているメリットを組合員に分かりやすく伝えてほしい。 群⾺県
組合員には、特別な事をして欲しい！！全然、差やメリットがないので、皆やめていく！！
組合員にもっと⽀援施策の⽅法を教えてほしい。 ⼭形県
組合員に給付⾦を⽀給しては… ⼤分県
組合員に向けてのPRより、消費者様に向けてのPRをもっとしていただきたいです。 静岡県
組合員に⽀援をしてほしい。 神奈川県
組合員に⽀給、⽀援したほうがマシ！ 秋⽥県
組合員に対して、何事もすばやく対⽤して頂き有賀とうございます。今後もよろしくお願い致します。 宮城県
組合員に対して、国、県からの給付⾦のお願い。 茨城県
組合員に対してのメリットを 千葉県
組合員に対して平等に給付⾦を出す事です。 東京都
組合員に対し組合費の減額と政治（⾃⺠）献⾦度の減額をお願いいたします。 岐⾩県
組合員に配布したマスクカバーは使い勝⼿が悪くて使かってない。ムダだった様な気がする。 北海道
組合員に配布する備品の経費など本当に皆が望むものか再検討をお願いします。 ⼭梨県
組合員のげんがく 埼⽟県
組合員のげんがく 奈良県
組合員のメリットかんがえてください！！やめる⼈多いですよ！。 埼⽟県
組合員のメリット考えて下さい 千葉県
組合員の為によく頑張っています。今後共よろしくお願い致します。
組合員の為に何とかと思い、試⾏錯誤して頂き感謝しております。 ⾼知県
組合員の為の特別な融資制度、助成⾦などの 熊本県
組合員の休業保障を⾏う。アウトレッド（安床）の営業停⽌（無理かな？）。 愛知県
組合員の減少
組合員の減少、⾼齢化の進む中、連合会の皆様の御活躍に感謝します。 愛知県
組合員の減少が⼼配です 神奈川県
組合員の減少に⼼をいためる。このままこの状態か続くと、組合の存続する⼼配です。
組合員の減少に対して、⾏政との繋がり、⾼齢者への安⼼感に繋がる施策。脱退が続き、⽀部の存続・県組
合が崩壊するのではと危惧致します。

岡⼭県

組合員の減少を、⽌めること。コロナ以上にすることだと思います。 兵庫県
組合員の減少を防ぐ為にも現在の組合員に対してしっかりとして⽀援をして下さい理事⻑の姿がまったくみ
えません仕事をしっかりして下さい

埼⽟県

組合員の減消 岩⼿県
組合員の⾼齢化および後継者問題による組合員減少をくい⽌めるためのよい⽅法がないか。 ⿅児島県
組合員の⾼齢化と減少、⾮組合員の増で、組合の存在価値がなくなっている。もっと強い組合を望む。 兵庫県
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組合員の声を代表して取り上げて頂き、ありがとうございます。業界の発展に気待します。 静岡県
組合員の脱会をなんとかしないと、組合組織がなりたたないのではないか。 三重県
組合員の中から不正給付⾦の受給者がでないようにうながして下さい。美容院からはすでに逮捕者がでてい
ます。

兵庫県

組合員の廃⽌。 三重県
組合員の⽅々も年令のいっている⼈が多くなっています。あまりハメををはずさないように 宮城県
組合員の要望を⾝近に聞いて下さい。
組合員の連絡網 岡⼭県
組合員は、個々、⾊々考え、それぞれ、必死にがんばっています ⻑野県
組合員は絶対にコロナを出さない事。 愛知県
組合員は⼊っていない⼈との差の何か組合員だっと思うえるような⽬印があればいいと思います ⼤阪府
組合員へのよびかけより、利⽤者への広いよびかけをしてほしいです。 兵庫県
組合員への給付⾦ 兵庫県
組合員への⽀援。 岐⾩県
組合員への直接的な⾦銭の⽀援 栃⽊県
組合員への負担軽減、救済措置、給付⾦の配布等 岐⾩県
組合員への保障をしてほしい。
組合員も⾼齢化し持病を持っている⽅も少も少なくない。コロナ禍にあって休業したい⽅もいるはずです。
休業補償等も考慮してもらいたい。

静岡県

組合員をやめたい位に何も習得がない（コロナに感じて）おそい
組合員を下げて今の時期猶予して欲しい。 兵庫県
組合員を増やせ。 富⼭県
組合員を続けられるか不安。 ⼤分県
組合員⼀⼈ひとりに⽬を向けよう
組合員外の⾔葉がいやみにとれる。（会費の分がたまっていくなど私達が考えさせられる。 佐賀県
組合員外の低料⾦店対策を是⾮お願いします 新潟県
組合員及びお客様がコロナになった場合の保障や保険があったら検討したい。 滋賀県
組合員減少進む中、これからの組合活動がどうなるか⼼配です。 ⼤分県
組合員全てが、感染症対策の知識をしっかり学び、理容室は安⼼、安全だとPR。 茨城県
組合員全員でがんばります。理事⻑がんばれ。 宮崎県
組合員全員のPCR検査、証明書の発効を望む
組合員全店への給付⾦の配布。 滋賀県
組合員低辺の声を聞き、参考にする。
組合員店は保健所等の指導を受けており安⼼して利⽤できる事をアウト店とのちがいをアピールしてほしい
（例）ラジオ、TVCM毎⽇1回は流す役員の飲み代を削る予算が出ると思います。

静岡県

組合員店舗の徹底した衛⽣努⼒をマスコミ等を通し繰り返し繰り反し世間にアピールし組合員店舗の安⼼を
認めて頂く事⾮組合員店舗との格差をアピールする事業にもっと⼒と⼊れる

広島県

組合員免除して欲しい。 栃⽊県
組合運営はたいへんだと思います。ごくろうさまです。ただ国や⾏政にふりまわされないようにお気おつけ
下さい。

愛知県

組合加⼊100年になろうとしています。組合員のありがたさを実感したと思う。 ⻑野県
組合加⼊して⾊々情報いただけて有りがたいです。 三重県
組合加⼊の価値を明確に全体へ周知して欲しい 岡⼭県
組合加⼊皆様努⼒しながらがんばっています。 栃⽊県
組合加⼊後、数⼗年￥250万以上もの組合費等を払い込んだが…その価値は？？？←は毎⽉￥5000弱…安ど
こか出来ても対処できず……⻘⾊申告会、商⼯会できえ、年会費￥5000弱。加⼊してる、してないの差
は、何だろう…

埼⽟県

組合加⼊店の安全活動のPRを全国で⾏ってもらいたい。 ⻑野県
組合加⼊店舗の安全性を強く消費者にアピールする。 新潟県
組合加名店のコロナに対し安⼼、安全だとう世の中へのアピール ⻑野県
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組合加盟店と⾮組合員との区別をしてほしい。低料⾦店が増えすぎて、お客様が混乱状態になっているた
め。

徳島県

組合加盟店に⼀律、30〜50万の給付⾦が出る様に、働きかけてほしいです。 富⼭県
組合加盟店のメリットを業界内外に強くアピールして下さい！！ 愛知県
組合加盟店の安全のPR 岡⼭県
組合加盟店は、これだから安⼼ですとマスコミを使いパフォーマンスしてみてわ。 愛知県
組合加盟店増加、加盟店・その他の差別化（国からの要請とし、加盟店利⽤可や新型コロナガイドライン修
了等が貼られている店舗のみ⼊店など、多くの⽅へステッカーの意味等、報道、頂きたいものです。

富⼭県

組合解散かな？ 三重県
組合活動に感謝しています 富⼭県
組合事業の縮⼩、廃⽌。過去と同じやりかたは無理 神奈川県
組合数の減少に⻭⽌めを努⼒してほしいです。 群⾺県
組合全体でこの⼤変な時を乗り切りましょう！ 福井県
組合組織で⽣活が守もられる。組合は組合員のために有る事を理解してもらう。 福井県
組合組織として⼀定期間の（1週間〜2週間）体業をお客様にアピールして 神奈川県
組合組織のスリム化その地域の⾼齢化で役員の担い⼿不⾜で役員を継続的にやる事への負担⼤！ 神奈川県
組合組織の⼒で政界に強く低料⾦店アウトサイダーに対して組織⼒で何とかいい⽅法がないものでしょう
か、このままでは業界が消滅してしまいますヨほんと淋しい限りです

兵庫県

組合退会の予定。 滋賀県
組合脱会者が多くなり、アウトゥー店が多くなり組合の存続が気になり、深刻な思いです。 福岡県
組合脱退を何んとかならないのか。組合員の魅⼒がなくなって、私の地区で四店舗有り三店舗が加盟してな
い。
組合⻑をはじめとする、役職の⽅々の年間、給料（組合から）を、明らかにした上で、コロナで弱っている
組合員からの組合費は必要なのか？のアンケート調査。

岩⼿県

組合店からコロナが出ない⽤うに願いたいです。ファイト！！ ⻑崎県
組合店とアウト店が同じ⽴場で営業が出来る事事態が組合の⼒の無さを物語っている！もっと国への働きか
けでアウト店が普通に営業出来ない様にしないと組合としての意味が無い！！そうしないとどんどん組合か
ら脱退する店が増える⼀⽅だ！！

千葉県

組合店とそうでない店との差別化。 京都府
組合店のお客様へのアピールが、チェーン店のほうが早く、お客様へのアピール（広告等）など 群⾺県
組合店のみの給付⾦等の配布ぐらいあっても良いのでは 栃⽊県
組合店の安全性を知ってもらうよう、TV、マスコミ等でPR ⻑崎県
組合店の減少・メリットを良くしてもらいたい低料⾦のお店をどにかしてもらいたい！！ ⻑崎県
組合店の減少は、⼊っているメリットのない所。⼊っていない店への、政治的圧⼒も必要かと。 熊本県
組合店の中にも売上げをごまかしたり、操さして持続化給付⾦を受けとっている店が多数ある、組合が指導
して返⾦させるようにしてほしい。同業者として、はづかしいし、「理容業のイメージをこわす」頭にく
る、ほんとうに頭くる

静岡県

組合店はコロナ感染防⽌にこれだは取り組んでいる事を消費者にもっと、PRしてほしい
組合店はコロナ対策を徹底している事をアピールしてほしい。 北海道
組合店は安⼼・安全というアピールをもっとしてほしい。 埼⽟県
組合店マーク等によるPR安⼼（お客様に向けて） 岡⼭県
組合店を守るための⽀援をお願いします。 福島県
組合独⾃の給付⾦制度を国へ求めてほしい。 ⼭⼝県
組合独特の活動 神奈川県
組合内だけのPRではだめ、世間に。 神奈川県
組合⼊会店の減少 ⻑野県
組合抜ける⼈がたくさんいますが、⼊ってて良いメリット・がんばってほしいです ⼭形県
組合費（1〜2年間）は値下げしてほしい。 北海道
組合費、減額をお願いしたい。 和歌⼭県
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組合費1年間位集⾦しないと⾔う事は出来無いでしょうか？1⽇1⼈のお客様が来てくれたのと同じですから
有難たいのですが〜。

岩⼿県

組合費が安くならないか？もすこし安なるのではないでしょうか？ 新潟県
組合費が何千万円と集まり組合員低所得の⼈にもっと援助してもらい全連ではやれ、競技⼤会や世界⼤会や
と、⼜全理連講師集めや⼀般組合員が⼿の届かない処に全を使い組合費を半額以下にしてもらいたい、脱退
者が増えるばかりだ。
組合費が⾼い、5千円以下じゃないと、今後考える。 京都府
組合費が⾼い。 ⻑崎県
組合費が⾼いので安くしてもらいたい 佐賀県
組合費が⾼いもっと安くしてくれ！3万円位くばってほしい。 ⼤阪府
組合費が⾼過ぎて本当に苦しい。ただ2ヶ⽉間の免助では、とても有難みがないので全理連で何とかして頂
きたい

⻑野県

組合費が⾼過ぎる。 広島県
組合費という（税⾦のようなもの）お⾦を納めているのだから「こんな時だからこそ」組合に⼊っていて良
かったと実感出来ることをするべき。ハガキ1枚で済ませられるものでしょうか？。平時はあまり期待して
ない。←基本的には⾃⼒で頑張るものだから。業界を守るために奮闘を期待したい。

栃⽊県

組合費と免除、減額。 宮崎県
組合費に⾒合うメリットが組合にない、役員の⽣活費を出しているような感んじで⽀払っている ⼤阪府
組合費のむだ使いを減らし、有効に使ってもらいたいです！！ 福井県
組合費のロ座引落を⾒当して下さい。 佐賀県
組合費の⼀部減額、免除！お客様にマスタ、消毒⽤アルコール、フェイスシェードを組合より無料配布 兵庫県
組合費の⼀部免除はありがたかったです。 神奈川県
組合費の軽減 静岡県
組合費の軽減。 神奈川県
組合費の軽減もしくは免除を考えてほしい。 福岡県
組合費の減・免。 富⼭県
組合費の減額 京都府
組合費の減額 静岡県
組合費の減額 広島県
組合費の減額！！ 新潟県
組合費の減額（回復が⾒込めるまで）返⾦ 広島県
組合費の減額、全連役員⼿当等の減額 神奈川県
組合費の減額。 新潟県
組合費の減額をお願いします 愛知県
組合費の減額をお願いします。 岐⾩県
組合費の減額をお願いします。
組合費の減額を希望します。今だけでも。 福島県
組合費の減額を強く希望する。 埼⽟県
組合費の減額を望みます。 滋賀県
組合費の減少、補助⾦の供給。 三重県
組合費の減免 ⼭形県
組合費の減免、免除。 福島県
組合費の減免。 東京都
組合費の減免。半額程度もしくはコロナが収束するまで組合費の徴収を停⽌する。 北海道
組合費の減免ありがとうございました。 富⼭県
組合費の減免してほしい。 宮城県
組合費の減免をお願いしたい。売上減少で苦しいのでぜひ願いしたい。 宮城県
組合費の減免をしていただきたいです。 岐⾩県
組合費の減免をしてもらいたい。 兵庫県
組合費の減免措置を検討してほしい。 栃⽊県
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組合費の削減 兵庫県
組合費の削減 兵庫県
組合費の使い道が不明です 神奈川県
組合費の使い道を⼯夫してほしい。 神奈川県
組合費の値下げ 埼⽟県
組合費の値下げ、コロナがおさまるまで。 千葉県
組合費の値下げ。 三重県
組合費の値下げ。 栃⽊県
組合費の値下げ。
組合費の値下げを要望します。 千葉県
組合費の値下げ希望。 東京都
組合費の徴収に対する内要について 岩⼿県
組合費の不透明さ。執⾏部役員のあり⽅も疑問！愛知豊橋。
組合費の返かん、1時的に取らない（組合費） ⽯川県
組合費の無駄使い、組合の必要性が感じられない。美容組合の⽅が良い。 福岡県
組合費の無駄使いはやめてほしい。 岐⾩県
組合費の無駄使いやめる、⼤森ワイロでももらってるのか？ ⼤阪府
組合費の免除（コロナで収⼊が落ちている、コロナが終息に向うまでの間 和歌⼭県
組合費の免除、⽀援⾦等 福岡県
組合費の免除。 福島県
組合費の免除〈しばらくの間〉 奈良県
組合費の免除及減額 三重県
組合費の免除等（期間限定） 兵庫県
組合費の有効な活⽤を望む、いらないポスター等、多すぎ！ 島根県
組合費ばかり取れて…もう脱会、近いな！！ 新潟県
組合費はどこえ⾏って私達にどんな利益があるのですか 兵庫県
組合費は決して安いものではなくとてもふたんになるのが、このコロナ禍の中ではお客様も減っているし厳
しいです。

神奈川県

組合費を1年くらい、えんじょする、また⾒まい⾦を11th10万〜20万くらい全理連でだしてほしい。いぱく
とのある、せんでしてほしい。上の⼈はおかねをとることだけをかんがえないでほしい

静岡県

組合費を1年程免除してもらいたい。 滋賀県
組合費をイスの台数により⽀払っているのにもかかわらず、マスク、フェイスシールドなど、⼀店舗1コの
⽀給はおかしいと思う。

神奈川県

組合費をさげて。 神奈川県
組合費をすくなくして下さい 神奈川県
組合費をもう少し安くして下さい。 新潟県
組合費を安く！！ 新潟県
組合費を安くして！！ 茨城県
組合費を安くしてほしい！！ 神奈川県
組合費を安くしてほしい。 愛知県
組合費を安くして頂きたいです。 ⻑野県
組合費を安くして欲しいです。 千葉県
組合費を⼀時的に減額してほしい。メリットが特に感じられない。 静岡県
組合費を宴会費などではなくもっと有効に利⽤して欲しいです。 福岡県
組合費を下げた⽅がいいと思います。 神奈川県
組合費を下げてください。無駄だと思っている⼈は多いと思う。 宮崎県
組合費を下げてほしい（何ケ⽉？・コロナがおちつくまで）アルコール消毒液のはいふ。 和歌⼭県
組合費を下げてほしい。 愛知県
組合費を下げて下さい。 北海道
組合費を下げるのもいいと思うコロナですから〜。 徳島県
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組合費を銀⾏の引き落しにしてほしい。 埼⽟県
組合費を銀⾏振り込み化、会議をオンライン化して欲しい ⼤阪府
組合費を⾒直して下さい。医療従事者の⽅々と同等な賃⾦をお客様から頂ける様に業界の⽔準を⾼めてもら
いたい。国家資格なのに保障もない。組合員なら特別⽀給される⼿当等、役員でない⼀搬の組合員にも普及
してもらいたい。組合に⼊っているから先⽇の理美容業界への給付⾦が⽀給される。という条件をつけても
らいたかった。組合の組織⼒をお客様にアピールしてもらいたい。

東京都

組合費を減らすことは出来ないのだろうか？。 三重県
組合費を減額してもらいたい。
組合費を減額して頂きたい。宜しく、お願い致します。 福岡県
組合費を出しても得る物がない。若者が組合から離れると思います。全理連で年⾦制度出来るといいです
ね。

富⼭県

組合費を少なくしてほしい。 神奈川県
組合費を値下げしてほしい 千葉県
組合費を値下げしてほしい。 栃⽊県
組合費を値下げ断⾏して下さい。 兵庫県
組合費を低くして欲しい 新潟県
組合費を当⽀部では値上げするが、コロナ禍ではむしろ値下げして欲しい。→組合脱退者が多い、組合の魅
⼒を発信して欲しい。（組合のメリットが無い）

愛知県

組合費を納めてもそれに⾒合ったメリットが感じられない。⾃分は40代だが下の世代は組合に⼊る気持ちは
全くない。もっと補助などを簡単・スピーディーにもらえるようにしてほしい。

⼭形県

組合費を半額にして欲しい。売上が下がっているので苦しい。 広島県
組合費を払うのがむつかしくなるかも 埼⽟県
組合費を払ってる所だけでも、組合からスムーズに給付⾦がもらえる様にしてほしい。組合に加⼊してるメ
リットが無い。

栃⽊県

組合費を免除してほしいです。 ⼭⼝県
組合費⼀時停⽌してほしい。 佐賀県
組合費下げろ！。 千葉県
組合費減 富⼭県
組合費減額 静岡県
組合費減額（全、県、⽀） 千葉県
組合費減額ではなくて、0にすべきだった。2ヵ⽉分でも1ヵ⽉でもよいから。 愛知県
組合費減免。 ⾹川県
組合費減免してほしい。 三重県
組合費減免の継続を願う。 神奈川県
組合費⾼齢化のため、配布物・組合費集⾦を担当してくれる⼈が、少なくて因っています。
組合費削減 島根県
組合費等の⾒直ししていただきたい 福島県
組合費等⾦額等安くしてほしい。 三重県
組合費半額にする。 岐⾩県
組合費免除 神奈川県
組合費免除。 ⾹川県
組合費免除とかはどうですか？ 岐⾩県
組合未加⼊者の対応、どうすれば加⼊させられるか？ 北海道
組合役員の先⽣⽅ご苦労様です。コロナ対策に苦労されてるのがよく解ります。コロナ禍のお陰で？低料⾦
の経営が困難になってます今、組合店舗の安全性を宣伝アピールする時です。役員先⽣⽅の奮闘をお願いし
ます。

⼤阪府

組合役員の報酬などを公表すべし。 神奈川県
組合離れが多く会員が少くなくなり市町単位の運営がきびしいことなど考えてもらいたい。 ⿅児島県
組合連合会として迅速かつ的かくな対応を希望します。 東京都
組今費の減免 神奈川県
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組織としての機能や求⼼⼒が崩れないかが⼼配をしている。 東京都
組織の形骸化を激しく感じます、世代交代を促し組織成⻑の（→具体例こ今回のアンケートもペーパーのみ
の集計ではなくメールやLINEなどのツールを利⽤できれば調査・集計費⽤が1514000もかからなかったと推
察されます。）仕組みを構築していくべきかと。例：70歳定年制消費税⽀払の有無などを公表

広島県

組織の政策提⾔⼒の強化 埼⽟県
組織の⼒を⼗分発揮し、個店では乗り越えられない何かを⾒せつけてください。 神奈川県
組織を⽣かして政府への⾊々な働きかけをしてほしい、貸付等理容向けなど 滋賀県
早い対応ありがとうございます。 兵庫県
早くおさまるようにお願いします。 富⼭県
早くコロナがなくなるように政府に⼒を⼊れるようお願いしたい ⼤阪府
早くコロナ禍に終ってほしい。
早くワクチンがうてるといいと思います。おそくなりました事、お詫び致します。 埼⽟県
早くワクチンができる⽤に厚⽣労働省ようせい。 沖縄県
早くワクチンが出き元の社会になってもらいたいです。 新潟県
早く以前の⽇々に戻って下さいの1⾔です 福島県
早く元どおりの⽣活ができるように、望むだけです。 茨城県
早急な対策ありがとうございます。 京都府
早々組合の⽅からフェイスシールド配布されましたが透明じゃなかったので（曇った感じ）仕事には使う事
が出来なかった無駄な事になってしまったようです。
早速に対応して頂き、他業種に⽐べて影響も少なく営業出来ています、ありがとうございます。 ⾹川県
相⼿の事を考えないから単純なミスをするんだ。 栃⽊県
総会、講習会で、使わなかった組合費を、コロナ対策に回して使って下てさい。 三重県
息⼦達、嫁達が、よりよい未来がある、理、美容にして下さい。 千葉県
続けて下さい。 千葉県
他の市、町村に向うな。 北海道
他の事業の同業者会よりも対応が遅い。 広島県
他業界に⽐べ対応が早くて良かった。 ⻑野県
他県への往来⾃粛 ⻑野県
他店での具体的な衛⽣対策の情報を教えて欲しい。 ⿅児島県
多⼈数の会合を減らすこと。（総会後の⾷事会等）。 栃⽊県
体にあまり害のないエタノール 物にエタノールかける事は良い事だが部屋中（店）⼈の出⼊りする所噴霧
器で消毒する 組合員にまとまった量4〜5lほしいです。この件は厚労省に掛け合ってお⾦の捻出。

北海道

体温計はネットで購⼊できたが各店に組合からの配布が望ましい。今更ですが、⼤変厳しい要因ばかりの箱
根です。年令的には充分ですが営業としては成りたゝない状況ですが利便性の点も考え続けています。（お
客様の）

神奈川県

体⼒をつけて、⾃分の体を⾒なおすこととストレッチのし⽅、などすすめている。 東京都
対応、対策が遅すぎる。 神奈川県
対応が早く有難く思っています。これからもよろしくお願いします。 愛知県
対応が遅い！ 静岡県
対応が遅い。 富⼭県
対応が遅く、組合脱退店も出ている。 ⻑野県
対応が遅すぎます ⼭梨県
対応が遅すぎる。 栃⽊県
対応に感謝致します。 岡⼭県
対応の遅さ。理楽みてガッカリです。理容遺産も⼤切かもしれませんが、地域の⾏事も中⽌の中、よく四国
まで⾏けましたね、何が柔軟な対応なんですかね。
対策をもっと●に伝達してほしい。 ⼤阪府
貸付や融資など組合員ならではのメリットを。
退職後国⺠年⾦では施設にも⼊れず、こまっている⼈を何⼈も⾒ていますが全理連の組織で厚⽣年⾦みたい
な事ができないものか退職後安⼼して暮らせる様にけんとうお願いします。

新潟県
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⼤きいステッカー配布お願い致します。（⼊⼝に貼れば良くお客様が⽬⽴つので。 岡⼭県
⼤きい店だけが有利な⽅針だ 神奈川県
⼤きなイベント・世界⼤会、全国⼤会等よりも、地⽅の個店での今後の⽅向性を！
⼤きな店と個⼈の店での差をつけて欲しい！（従業員がいる店と、個⼈でやっている店の組合費など集⾦が
同じ？）

⻑野県

⼤会や講習会はまだまだ控えるべき。 埼⽟県
⼤阪 ⼤阪府
⼤丈夫だろうではなく、〜かも知れないの常に危機意識をもつ様注意換起する。 千葉県
⼤森さんがニコニコ写っているが貴⽅のやっている事はすべて内向き組合員へ向いているのみ。お客様への
アピールではない

群⾺県

⼤森やめろ 静岡県
⼤森会⻑からのハガキとか、このようなアンケートに意味をかんじません。 秋⽥県
⼤森先⽣はじめ、全理連職員の皆様も、どうぞ御⾝体ご⾃愛下さい。 群⾺県
⼤森理事⻑、がんばって下さい ⿅児島県
⼤森理事⻑がどの業界よりも率先して頑張ってくれていると思います。 ⾹川県
⼤森理事⻑のハガキ1枚に失望しました。 ⼤阪府
⼤森理事⻑の声がぜんぜん聞こえないですよ。何をしているのですか。 愛知県
⼤森理事⻑の退任希望。 東京都
⼤森理事⻑の⼤奮闘、常に感動・感謝致しております。 ⻘森県
⼤森理事⻑はもう引退して若い⼈にお任せ下さい。何かをやろうとするアイデアが貧困、硬いもう充分で
す。

愛知県

⼤森理事⻑は登⽤、⾊々な所へ出ておられるが、組織を⽀える組合員の実情を理解されていないのではない
か。

京都府

⼤森理事⻑を先頭にさまざまな企画に期待します 世界⼤会が盛⼤に開催されますよう 滋賀県
⼤森理事⻑を先頭に全理連は活⼒有る⾏動をしてると思う結果への反対は誰でも出来る、要は、いかに動い
たかを表価する事だ

神奈川県

⼤森理事⻑名義で届いたハガキは不必要で、無駄に組合費を使ってほしくない。 秋⽥県
⼤変、⾏動してくれています。これからも、政府と連けいして後⼿にならず対策に尽⼒をお願い申し上げま
す。

兵庫県

⼤変がんばっていると思います。頭の下がる思いです。 ⻑野県
⼤変だと思いますが頑張って下さい。 愛知県
⼤変だと思いますが組合員の声を聞いてもらえるのが⼀番うれしいと思います。 ⿅児島県
⼤変でしょうが会員の為頑張って下さい。 岩⼿県
⼤変ですが、ガンバッテください。 福井県
⼤変ですが宜敷しくお願い致します。 群⾺県
⼤変ですが全国理容連の為元張って下さい 三重県
⼤変なコロナの時期に理事⻑始め他の役員さんのご苦労に感謝しています。頑張って下さい。 ⻑崎県
⼤変なご古苦ですが頑張って下さい ⻑崎県
⼤変な事ですと話合っております。 神奈川県
⼤変な時に、組合は「たよりにならない」とわかった。 東京都
⼤変な時期ですがよろしくお願い致します。 群⾺県
⼤変な時代、理容、美容頑張りましょう！ 広島県
⼤変な時代ですが、お客様の信頼を損なわないように頑張りましょう。 岐⾩県
⼤変な時理美どうなる事やら 広島県
⼤変な毎⽇がつづきまする明る⽇がくるように願っています
⼤変御苦労様です。これから業界の指針を⽅向を導いて下さる様宜しくお願いします。 北海道
⼤変良くご指導頂いていると感じます、今後共宜しくお願い申しあげます。感謝！！ 広島県
第1波の時の対応が、疑問であった。あの状態で続ける事よりも組合として営業を休み、収⼊の確保を国に
対して提案してほしかった。あの状態で安全、安⼼を胸はっている事にびっくりでした。組合は（私達の安
全、安⼼を）どう思っているのか。

東京都
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第1波の時理容業を1番最初にストップもかけられ美容は⾔わなかった事、理容のトップが⾔われたままで強
く出なかったのが残念、理容はダメで美容はOKバガにされていのでは、国に罰⾦請求をさせる位、トップ
が早⽬に動ごいてもらいたかった。

佐賀県

第2の⼀律給付⾦を望みます。 ⼤阪府
第三⽇曜⽇の営業⾃由化をお考え頂ければ有り難いです。 ⿅児島県
脱会者（店は続けているが退会）が増えている。どんな恩恵を必要としているのか「恩恵がないから」また
はノーコメントでした。気になっているところです。

宮城県

脱会店が多い、しかもその店が低料⾦の店に変わる。 ⿃取県
脱組合の店が増えてます。対策をどう考えてますか？ 福岡県
誰もぎせいにならないように守ってほしい。
誰も助すけてくれないので期持していないがコロナ禍の中役員の皆さん頑張りましょう？ 茨城県
単組の経営がうまく⾏く様に助⾔等を願うものです。 熊本県
単品メニューを売り出し密を感じされない事も⼤切だと思います 群⾺県
団体としてのスピード感はむずかしいと思いますが、常に世の中の変化などに対応できるようによりスピー
ド感を上げて⾏動できるような組織の体制を作って頂きたい。

神奈川県

知恵はあるがお⾦がない。 ⻘森県
知恵を使って頂いていると思う
地域ごとに対応する事 新潟県
地域によって条件は変わってくることも、念頭に⼊れておいて頂けたら。 栃⽊県
地域差があるので今は各県連単位での対策が重要。全理連は各県連への⽀援。 愛知県
地域社会貢献の取り組みなど地域に愛されるように。 ⻑野県
地⽅で、後継者のない、70才前の夫婦2⼈で営業しています。組合に抗うつもりはありませんが、⾊々な良
い提案などされているとは思いますが、お察しください。

和歌⼭県

地⽅では⾼齢組合員が多い。休業要請を受け補償⾦があった⽅がよかったのではとの声が多い。 富⼭県
地⽅では夫婦2⼈の店が多いなか、⼩さな⼒も集まると⼤きな⼒になる事の⼟台として⽀えていただき本当
にありがとうございます。

⾹川県

地⽅に住む私の地域での感染拡⼤はこれからなので、今後、これ以上の影響があった時に持特化給付⾦のよ
うな制度を利⽤したいと思うが、12⽉中で終わりなので、早い物勝ちや貰った物勝ちのようでは困ります。
持続化給付⾦の再制度を連合会で主張して欲しいです。

宮城県

地⽅の組合に、何の動き（活動）もなく、年会費の⽀払いだけ、考えます？ ⾹川県
地⽅の組合員をもっと⼤切にしてほしい東京集中はおかしい。 広島県
地⽅の理容室は⼈⼝減少⾼齢化で⽣活も厳しくなってきています。低料⾦の店はお客さんが多くみられテレ
ビでも理容より美容の⽅が多く組合に⼊っているメリットがないようにみられます。とりあげられている
し、もっと理容の良さをアピールしてもらいたい。ディーラーも電話注⽂になり困っています。コロナ禍以
前の問題です。

佐賀県

地⽅⽀部の役員の負担軽減 岐⾩県

地⽅組はフェイスシールドより現⾦がほしいですフェイスシールドは顔そりする時じゃまですいりません！ 新潟県

中央ばかりで地⽅はあまり⾒てくれない。 栃⽊県
中央講師会が⾏う。リモートセミナーを単組で⾏うための指導、助成がほしい ⼭形県
中国や韓国に利する議員を⾸にしてほしい。 ⼤阪府
昼間のアイドル時間を有効な⼿段 愛知県
注意は必要と思いますが余り神経質になる必要はないと思う、常にマスク⼿指消毒等営業事の事を守ってい
れば…

静岡県

注意をおこたるな。消毒は、かくじつに。 神奈川県
町はいろいろしてくれます。 岩⼿県
調査が終ったらコロナについて他店舗のアイディアも知りたいです。 ⻘森県
⻑い間だ組合にお世話になりありがとうございました。残りの時間をやりとげるつもりです。 ⻑野県
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⻑い間の組合の圧⼒等により、組合員が（特に⾼齢の）PR、営業の仕⽅を知らないし、気⼒もない。戦後
の混乱の後、組合の皆様が⼀丸となり、理容業を成⻑させて下さった事を思うと、今⼀度皆様の⼒を集結し
営業回復したいですね。

静岡県

⻑い間組合員ですが、1本のアルコール消毒剤、フェイスガードですか。全国理容連合会て何ですか？。
⻑くなればなるほどコロナつかれが出ます組合の⽅も病院の先⽣、スタッフの⽅の苦労をねぎらう事が出き
ますようにガンバッテ下さい

宮城県

⻑年かけ⾦をしていた、所得補償の満期時に何の返⾦もなかったのはどうも？合点がいかないです ⼤阪府
⻑年組合に加⼊している組合員に⽀援⾦を配る事を希望します 島根県
⻑野県理容組合でも組合員の減少、⾼齢化が進んでいます、今後次世代の理容師に魅⼒が有り必要とされる
組合になるための改善が必要です。

⻑野県

頂いたマスクはとても嬉しかったけどもっと早くが本⾳です。 神奈川県
⿃取の理容店では、お客様マスクとフェースミールドがほとんどの店で実施されていません。 ⿃取県
直接、関与している保健所との連絡を密にして、基本的理想像を作成して下さい 埼⽟県
直接お客様に多く触れる我々にもワクチンの早めの接種をお願いしたい。 岐⾩県
賃代とかローンなどはしたくありません（もう年なので…！）できるのなら国から県からの助成⾦などが
あったらいいと思います。（今は⾚字の店です！！）

⿃取県

追伸、アンケートの⽤紙はもう少し⼩さめ（B4）の⽤紙が封筒に⼊りやすいと思います 愛知県
通常のサビどめ⼊りのエタノールが⾮常に⼊荷しづらい。医療・介護の現場に優先して回っているようです
が、理容の公衆衛⽣を守る為にも、理容にも通常通り回してほしい。

愛知県

低い料⾦（1000円）のサロンが多くなった）当店の近くに3店舗有ります。売上が⼤落です。 ⼤阪府
低収⼊で頑張っています。そういう店に⽣活出来るくらいの御⽀援お願い致します。 岩⼿県
低料⾦サロンと組合サロンの差（メリット）がある様に⼯夫して欲しい。 岐⾩県

低料⾦チェーン店の⽅がガバナンスがしっかりしている。全組合員にコンプライアンスを求めるのは無理。 富⼭県

低料⾦の店が多すぎる。 ⼤阪府
低料⾦の店とはちがうというアピールの⽅法。 神奈川県
低料⾦の店を減らして下さい。 福井県
低料⾦の店舗をなくす⼯夫を考えてほしい。 ⻑野県
低料⾦店（チェーン店）が地⽅まで出店で3〜5割まで落ちて対策法はないのか？ ⼭形県
低料⾦店との差別化のアピールをCM等でしてほしい 京都府
低料⾦店とは、いかに消毒に対し熱⼼に組合員が取り組んでいる事を、広く知ってもらう事を宣伝してほし
い。

京都府

低料⾦店の進出についで、組合員にとってもコロナは連合会にとっても試練の時。 福岡県
低料⾦店の増加によって、⼀般店での雇⽤がへり、理容学校の卒業⽣が⾏き場を失っている。よって理容を
⽬指す若者がへり、学校運営が難しいという悪循環になっている。⼀般店の⾼齢化が進む⼀⽅である。理容
を⽬指す若者を増やす対策を！。

⿃取県

低料⾦店舗（技術料⾦の差が⼤きすぎる）への客の流れ、⼜、理容店離れの不定。（現在では⼦供も美容の
⽅へ…）

⼤阪府

定期刊⾏物を配布して下さい。 福岡県
定期的にPCR検査が出来るようにして欲しい。 静岡県
定休⽇、お⾦等、休みの⽇と時間を各店に⾃由にすると良いと思いますが？どうなんでしょうか？。 愛知県
定年制にし、若⼿を活躍させる業界にして欲しい。 宮城県
定例会等のクアル開催が続いたりで。感染が⼼配される。zoom等のweb開催を指市して欲しい。 愛知県
底辺の組合員には組合に⼊会している意味が⾒えにくい。 群⾺県
底料⾦のチェーン営業で廃業に近い！
底料⾦の業者を減してもらいたい。 岐⾩県
的外れな事ばかりやっている。⾔っちゃ悪いが頭（思考が）古過ぎて呆れる 神奈川県
適正化規定を何故廃⽌したのか。適正化規定を復活すべきである。
適切で効果的な換気⽅法（窓が1つの場合） 静岡県
店ごとにちがうと思うが理容はコロナ対策をやっているとアピールしたい。 愛知県
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店にとってあまりメリットなし。 北海道
店の関係者のコロナが発⽣した場合、たちまち⽣活が困難を⽣じます。⽣活していく上の援助が⼀番。安全
安⼼の⽅向性をしめしてもらいたい。

⼤阪府

店の名がいっしょなので、どうしようもないです。 佐賀県
店もイスを⻑イスだったのですが、コロナで1⼈がけのイスに替えました。⽣活もきついですね年⾦でおぎ
なってます。

千葉県

店主およびスタッフが感染した時の営業保証をしてほしい 岐⾩県
店主も70才になり営業もどうにかやっている現状ですが、こられたお客さんの健康を守り⾃分の健康も⼤事
にして、あとどのくらい仕事ができるかわかりませんが、できることはせいいっぱい気をつけて、毎⽇営業
しています。仕事が安⼼してできるという普通の⽣活に早くもどりたいです。特に若い⽅はまだまだ先があ
ります。若い⽅の⾜をひっぱらないように気をぬかないようにしたいと思います。

⻑崎県

店側の努⼒だけでなく、県をまたいでの移動すぐの来店や、顔そり時のせき、くしゃみエチケットへの協⼒
（お客本⼈の）をマスコミなどでお願いしてほしい

⻑野県

店頭にステッカー、ガイドライン講習会のパネルなど、展⽰しても⼀般の⽅（お客さん）には、アピールに
なるのか？疑問です。（⾮組合員の差別化につながるのか？）

秋⽥県

店内にコロナウィルスが発⽣し、休業せざる得えなくなった場合の、休業保障があれば助かります。今後と
ても不案ですが、少し、楽になる気がします。

⻘森県

店内の消毒薬（アルコール）を配布していただきたい 神奈川県
店⼊⼝には、アルコール消毒液設置100％を⽬ざして欲しい。 茨城県
店舗（サロン）に対しての保証を、おねがいします。 栃⽊県
店舗へ助成⾦を出して欲しい 兵庫県
店舗内器具椅⼦の肘掛けドアノブ、シャンプー台の接する所等完全に消毒する様に強くアピールして⾏くこ
とが、必要かと思います。

静岡県

店舗内消毒による滅菌等の⽅法をお考へ下さい。 愛知県
店舗付住宅ローンを返済中で、返済の猶予出来るよう 兵庫県
⽥舎では⼈⼝減少でなかなか⼤変です（何をやっても） 岩⼿県
⽥舎には⽥舎の怖さがあります。 ⻘森県
⽥舎の⼩さな店にも解るように動いてほしいです。 ⻘森県
⽥舎は、⼈⼝少ないからかえってコロナが終ったらお客は、都市部でカットしに⾏ってしまう！都会は⼈⼝
多いから今回コロナでめちゃくちゃ！どっちもウマくいってない！！「10年計画⼈⼝全国平均化政策」を⾃
⺠党にお願いしてほしい！

福井県

電⼦マネーの利⽤促進、研修などが必要。 ⼤阪府
都会、⽥舎、コロナの感染地等によって対応の仕⽅が多少違うように思いますもちろんコロナには気をつけ
ていますが…

⼭形県

都会だけのアンケートで結構だ。 岐⾩県
都会とちがい⽥舎では、あまり⼤きな事は無理なので…？時々新しいポスターステッカーは、うれしいか
な。
都会と⽥舎では事業内容が合わない 千葉県
都会のことしか考えていない 新潟県
都会の⼈と地⽅の⼈のコロナに対する警戒⼼は⼤きく違います、思っている以上です。地⽅では年配者が多
く若者がいません…コロナがふえれば年配者は家を出ません…地⽅の理容室がコロナで店を休業せざるさを
なくなった時、都会の理容室とはちがいどうもないぐらいの⾵評被害、差別が出ます、こうなったら閉店で
す…その時連合会としては何をどうしてくれるんでしょうか？何のための連合会なんでしょうか？地⽅の理
容店の現状をどれくらい把握しているのでしょうか？もしどこかの店がコロナを出してしまい困っている時
の対応はどうお考えなんでしょうか？

三重県

都市と地⽅での環境の差を、⼗分にご理解の上、これからも我々を導いて下さい。 ⼭⼝県
都市部と郡部では密度の関係もあるかも知れないが、考え⽅に⼤きな開きがある様に感じます。 北海道
都知事は昨年初夏には決まっていた宿舎の⼤部分を解約する失敗をした。寒くなればカゼ引きはふえる。気
候のよい内に対策を⽴て備える。医療対策を早い内から備え、⾦銭的対応を⾏う。

東京都

都道府県単位ではなく、早々に衛⽣⽤品の⽀援をしてほしかった。 神奈川県
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都道府県別に差はあると思いますが全理連の提案・指導の通達を全理連→⼤阪組合→各⽀部へ徹底してほし
い。

⼤阪府

努⼒→結果→技術上達、その⼀番のカン所を若い⼈へ。 福島県
努⼒に感謝しています。 神奈川県
努⼒をお願いします ⼭形県
東京に集まる会合やニューヘア発表会は⽌めるべき（特に地⽅からの上京） ⿃取県
東京の⽅は⼤変ですね。お互いに頑張りましょう。 ⻑崎県
東京都と他府県では感染者の数も違うし、やれることも違うと思います。理容業界の為に⽇頃よりお世話に
なりありがとうございます。所属組合役員様にも感謝致します。今後共、理容業争発展の為によろしくお願
い致します。

東京都

東京都のトップの息⼦さんの店が休業せずテレビに出て営業していましたがいかがなものでしょう？ 東京都
東京都知事の休業要請時の理髪店は要請をするといった発⾔は、ちゃんとワビを⼊れさすべきだ！！ ⼤阪府
当業会は恵まれていると思います。他の業種に協⼒できる事があれば惜まずやれば良いと思います。 富⼭県
当店では、営業時間を朝8：00〜夜6：00までにしています。 兵庫県
当店ではお客様の希望でさわやかメガネのクリーニングの実施酵素⼊りメガネ発泡洗浄済使⽤で2、3分で
スッキリ以外に満⾜してもらっています。サービスとして。

⼭梨県

当店の周りも組合をやめたお店や⾮組合店が増えています。今こそ同業どうし協⼒していかねばならない時
なのに。五共済を知らない組合員もたくさんいます。組合のアピールがたりない様感じます。

埼⽟県

当店の地域は、低料⾦の店が乱⽴していて、営業⾯においては苦戦を強いられている。組合全体で、それに
対して折り込みチラシを作る等、対抗措置をとって頂けれると、ありがたいです。

岡⼭県

当店は出⼊⼝、室内に⼿指アルコールとかマスク、定期的に換気。マスク着⽤。店内客間と作業所間に衝⽴
てを設置。

岡⼭県

当⾯の間組合費を集⾦しないでほしい。 ⼭梨県
当⾯売上は減り、投資はふえたががまんするしかない。 埼⽟県
統計だけで終らないように！ 静岡県
頭⽪と環境に優しく安⼼安全な【⽔だけでパーマ施術】出来る。【⽔アイロンパーマ・⽔アイパー】を私
は、開発・実⽤化しました。

⻑崎県

働き⽅改⾰が叫ばれている中で、この職種は特権にまみれて、⻑時間労働、低賃⾦の⽣活を強いられている
⼀体、東京の⼈の公⾦で建てたビル内で地⽅の実情もわからず、何を机上の空論をいつまで江⼾時代的時代
遅れな組合員をバカにしたアメとムチ⾏為しか出来ないのか（これだもの、組合員減少するのは当たり前！
⽇本⼈はバカではない！本部役員・職員が模範⽰して給与カット等の息込みを⾒せろ「コノ！少⼦⾼齢化絶
賛推進助⻑団体！」

北海道

動きに早さを感じない。 千葉県
動画を⾒るだけでもられえるステッガーや証明書など形だけの安全対策はあまり意味がないと感じる 静岡県
同じようなアンケート調査が複数回来ているが、統⼀してすすめても良いのでは。 岩⼿県

同じような横つながりの組織もあるのだから、いつまでもバカな政治家共をのさばらせないでもらいたい。 福島県

同じ接客業なのに⽚⽅援助あって我々にはない。その辺を国に強く⾔って欲しい。何が違うのか？ 北海道
同業者はコロナを怖がりながら営業を⾏っています。収⼊が良くなったという店舗はないでしょう。今はや
りの頭で計る体温計を、国に相談するとか、⽀給されないか、または安く買える⽅法を⼀考していただきた
い。⾄急にしてください。おそくなりますと意味がありません。

⼤阪府

同上 兵庫県
同上 新潟県
同上 群⾺県
同上同じく私くしわ昭和11年⽣れです ⼤阪府
特にございませんが、各店の営業⼯夫は努⼒次第ですが、税⾦などの減免など各⾃では無理な事を連合会で
お願い出来れば幸いです。

福島県

特になし。できれば会費の減免 島根県
特にナシ期待してない。
特になし良くやって居るようにと思っている。 新潟県
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特に何も期待しておりません。 千葉県
特に県外からのお客様にごらい店は、少し不安です…。 ⼭形県
特に現⾦にもどって感染防⽌で衛⽣⾯と消毒に⼒を⼊れる ⾼知県
特殊のマスク等などを理容店に配布したり消毒液なども配布していただきたい（特殊マスクとは顔そりの時
にも隙間の無いものなどです）

北海道

特別ありもなくても良い 福島県
特別組合給付⾦・助成⾦を全店に発して頂きたい事を希望します。 静岡県
独⾃のお店の営業努⼒と必要ですが、技術ばかりではなく、全理連に伝えたい事が多くあります。 茨城県
内部留保⾦の使い道を⽰めして下さい。 群⾺県

内輪向けの番組を作って⾃⼰満⾜するよりスケールメリットを⽣かした消毒液・マスクの⼀括購⼊などを実
施して組合員としてのアドバンテージを実感させて下さい。⽣きた組合費の活⽤⽅法を真剣に考えて下さい

⻑崎県

難しい事だと思いますが、中央と地⽅では認識がかなり違うと思います ⻑野県
⽇ごろ⾼い組合費を払っているのでもう少し現⾦を配ってほしい。 群⾺県
⽇間でこまっています。⼈を使っていると給料を安くするわけにいかず？何か⽅々があったらおしえて下さ
い。お⾦をいただきありがとうございます。

⼤阪府

⽇頃の御⼈⼒感謝いたします。 愛知県
⽇々、対策ありがとうございます。コロナ資料があると安⼼です、定期的に情報がくると⼼強いです。 滋賀県
⽇本は第1波の頃理容業は⼤丈夫だ！なので営業を続けると⾔われ仕事をし続けたがとてもこわかった、結
果的に⼤きなクラスターはなかったようだが、営業を⽌めて理容業の⼈達も守ってほしいと⾔うやり⽅も
あったのでは？

茨城県

⽇本各地の組合、⽀部連絡所において、正式なコロナ対策講習を⼩規模単位で⾏い、⼜、宣伝を流す。 宮城県
⽇本政策⾦融公庫でお⾦を借りようと組合を通じて申し込みましたが⼿続き（保健所）が⼤変で、結果、商
⼯会議所を窓⼝に申し込んだところ、簡単でスピーディー（保健所はいらない）に借りれた。

⼤阪府

⽇本政策⾦融公庫の借⼊⾦返済の猶予をしていただきたい。 群⾺県
⽇夜努⼒をしておられます事に感謝申し上げます ⻑崎県
⼊会しているメリットが全く感じられない。 千葉県
⼊会している意味が解らない。何もしてくれないし、でたらめだ。 神奈川県
⼊店したときは⼿の消毒してもらい帰る時もそうして、少しでも安⼼がしてもらい、お茶なんかも出さない
ように。

茨城県

⼊店時、体温を計る機具を全組合員に、くばってほしい！ 愛知県
年に2回はマスク、フェイスシールドはくばった⽅が良と思います。 栃⽊県
年に何度か店内⽤のポスターをもらいますがどれくらいの店が活⽤されているかです全国に配られるので相
当な経費かと思います。絶対に配らなくてはいけないのであればポスターのサイズを半分にするとか⼯夫さ
れたらどうでしょう。

滋賀県

年を取った⽅はホーム
年寄りの経営者でも資⾦の借⼊をらくに出来る様お願い 奈良県
年頭のポスターは必要ありません 兵庫県
年輩のお客様が多いのですが周期が⻑くなっている為今後どうお客様に接するといいでしょうか 福井県
年配者を安⼼させる情報発信をしてほしい。 広島県
年末年始⾃粛になり、理容も外に出ないからとかの理由でますます暇になりました。 岐⾩県
年齢的にも不⾜のない⾃分なので、⾜腰だけは⼤切に、ぼけない様に頑張っていきたいと思います。 京都府
濃厚接触での仕事なのに、など危険性を国に請ったえてくれないのですか？ 静岡県
濃厚接触者になってしまった時の⽀援などの検討をお願い出来ればと思います。 ⾹川県
濃厚接触者の定議を解りやすするべき⽚⽅がマスクしていたらいいにしてほしい。堂々と顔そりしたい。今
はやめている！！濃厚接触者にされる。・厚⽣者と協議すべき！！

⾼知県

配布していただいた、不良品のフェイスシールドが何点かありました。確認してくださる様、お願いしま
す。

⻘森県

配布物（ポスター冊⼦）が多いようです、減らしてください。 千葉県
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配布物（例「理楽」「ステッカー等」「●流」）を減らし組合費の減額を切に願う！組合員の減少になる
よ。

千葉県

配布物のペーパーレス化→メールでの配信添付、オンライン閲覧等。 三重県
配布物は（情報・アンケート等）デジタル化して、紙類を減らした⽅か良い。（可能な若い⼈達だけでも）
ポスターも使⽤する⼈が少ないと思われるので、希望を開いて減らしたら良いと思う。

神奈川県

配布物はいらないので、連絡は、ホームページなどの、ネットで！ 愛知県
配布物をおしゃれにしてほしい。 埼⽟県
売り上げが無い（減少しているお店）などに理容組合より給付⾦の⽀給1店ぽ30万位（どーんと太腹で…）
組合費を払っているのでそれ位してほしい…それだけ気びしい⼈がいます

新潟県

売上（1年間売上）によって消ヒ税が、取られたり取られなかったりは、おかしい平等にしてほしい 群⾺県
売上がさがっているので、組合費を半額にしてもらいたい。 神奈川県
売上がなく毎⽇⼤変な⽣活です
売上がへっているので給付⾦等の処置をとってほしい。 岐⾩県
売上げが減少し、再度、休業、⽀給をおねがい致します。国、都へ 東京都
売上げ減少を補うための給付⾦等の⽀援・助成⾦ ⼤阪府
売上の減少は1割弱だが税⾦の⽀払いが⼤変、特に国保、年⾦が⾼かすぎるなんとかならないか？
売上も減少しているので、給与を出すのが⼤変です 埼⽟県
売上⾦が50％落ち込んでいないのに架⼯請求（100万円）して給付⾦を受取っているサロンがある。まじめ
にやっているサロンがバカバカしい。

岐⾩県

売上減少の店舗が多い。政府に働き掛けて⽀援⾦を出してほしい。1⽇売上げ3千−5千の飲⾷店（たこや
き・⽴のみ）でも1⽇6万円もらう不公平、クリーニング店組合も働きだした。

⼤阪府

発表が中⽌になったニューヘアーは⼤変残念で失望した。 滋賀県
汎⽤清掃品を全連で組合員に割安販売するなどして、数のメリットと恩恵を必要としている。
⾮常事態においての組合の“⼒や存在”意義がまったく⾒えない。 神奈川県
⾮常事態宣⾔が出される中、理容の休業要請を反対し客は激減、補償もなく感染の恐怖の中で働かざるをえ
なかった。あの時の現場で働いている⼈間よりメンツを優先した組合には⾮常に落胆した。

⻑崎県

⾮接触型温度計を配布して頂きましたが、⾼齢のお客様には、失礼な様なイメージあり 福岡県
⾮組合員といっしょにコロナ禍をのり切る。 兵庫県
⾮組合員との差別化を指すこと。今のところ何もないことが⾮常に残念！！ 岡⼭県
⾮組合員と安床には、⾮常に有効なはずです。知恵を出し合って下さい。
⾮組合員への加⼊を促進にもっと魅⼒がある⼿段をまじめに考えてほしい。恥ずかしい品物等を持ってお願
いに⾏くのは本当に困っている。

神奈川県

⾮組合員店、安床店等の感染対策どうやっているのかー。そこらで、感染者出ても⼤変な事だー。 熊本県
⾮組合店とのコロナ対応の差別化をもっとアピールしてほしい。 ⼤阪府
⾮組合店との差別化をもっと図る努⼒をしてほしい ⼤阪府
⾮組合店に負けないような案を考えてください。 兵庫県
⾮組合店の違いを明確にした活動 神奈川県
美容と理容をいっしょな技術を⾏なっていいので美容の⽅に若者、⼦供が流れていっているので考えて欲し
かった。

⻘森県

美容の⽅は組合費がかからない約半⽉理容は1回もストップしなかった。なぜだろう。 兵庫県
美容はバックシャン、シェービングなしなので、お客様はマスクしたままで出来るが、（そのような対策の
美容店も多い）。理容は対策意識が低い店が多いと思う。

神奈川県

美容業の⽅に若い⼈など男性でも⾏かれる⼈が多くなっているので、美容業にできない施術などをメディア
に取り上げてもらえないか？理容業の魅⼒を！！

佐賀県

美容業はテレビなどで感染対策を発進しているが理容の対策は、あまり⾒ない。 奈良県
美容業界を⾒習う。※有能な⼈に、改⾰のできる⼈に、業界をひっぱってもらう。※全理事の役員、県役
員、⽀部役員の定年制。

静岡県

美容師には組合があるけれど⼊っていない店がほとんどと聞いています。組合に⼊っている理容店が、すご
く安全だと知って欲しいと思います。

⼭形県

美容組合との差はなんですか？加盟店数の違いの要因は？ 福岡県
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必⽤でないポスターは無駄だと思う。 福井県
必要としない物品の配布はしなくていい。⾒本とかチラシとか。理事⻑のしている「トウメイマスの」はウ
イルスを吸い込でるよ。

秋⽥県

必要なことだけを⽩⿊でいいので、それでしらせてほしい。これ以上経費を削減できないのであれば組合員
をやめる事もかんがえる。

岐⾩県

必要な情報は全理連のHPにのせ、対策のできるようにした⽅が良い。例えばセミナーなど、この現状では
感染のリスクがあり過ぎるので、配慮してもらいたい。

静岡県

必要の無い物にお⾦をかけすぎ。 神奈川県
必要性を感じない 京都府
標業約款加⼊者に対して、コロナ⽀援がないのはおかしいと思う。 福岡県
表に⾯したところで営業していますが、⾞はふえましたが、⼈は⼀⼈もあるいていせん。われわれの仕事
は、どうしても濃厚接解になりやすいのでうつしてもいやだし、うつされてもいやなので感染予防はしっか
りしています。

群⾺県

表⾯的でなく営業的な⾯での⽀援お願いします。 新潟県
表⾯的な対応ではなく、実のある対策をのぞむ。 神奈川県
病院でも発⽣している感染やクラスターを私たちが「出さない」と⾔い切るのは、信じられない発想。
病院にある様な体温計があれば良いと思います。 京都府
病気やケガで⼊院した時の保証などわかりやすくするだけじゃなくていき的に発信してほしい。 埼⽟県
不安でしかない。 奈良県
不安です。が、少しだけ聞き直って、前向きに楽しくガンバリたいと思ってます。気持ちだけでも…みなさ
ん、ガンバリましょうと、⾔いたいです。

秋⽥県

不安は毎⽇ですが組合の強い組織が⽀持し組合員の⼈達とどうすればと話合える事が⼼強いです。組合の⼈
達に迷惑かけないよう注意して⾏きます

神奈川県

不幸にも、コロナ感染した場合、地域のみでハッキリした。業種や、名前は今後共伏せて頂きたい。 福岡県
不特定多数のお客様が来客するので、いつ⾃分が感染するかこわい。 福島県
不明 神奈川県
不⽤かと、思う物などないので感染防⽌になる物は全て、⽀援にもらいたい。 新潟県
夫婦⼆⼈で仕事をしているので年令も70代です。もうすぐ80代にがやってきます。 千葉県
婦⼈部の廃⽌。 岐⾩県
負けないで頑張りましょう。 愛知県
負るな。 福井県
封筒と⽤紙のサイズはそろえましょう ⼭⼝県
封筒に対しアンケート⽤紙が⼤きすぎ。こういう気のきかない所。最低 千葉県
⾵潮被害が怖いので気をつけています。 富⼭県
⾵評被害に合った時組合などで守ってもらえるかなど！ ⻑野県
⾵評被害の防⽌、対策。 ⼤分県
福井理容組合から今年7⽉からコロナに関する、消毒、マスク等など使った物の給付⾦を出してもらえると
いう事でしたが、4⽉から5⽉までにマスク、消毒など多額のお⾦を使っていますが、7⽉からとなっていて
給付⾦がでません。意味がありません。

福井県

福岡県の美容組合はコロナ給付⾦で⼀律10万円でたそうです。理容組合は1ヶ⽉組合費免除だけ、なぜ？ 福岡県
物資の⽀援より⾦銭⽀援の⽅が助かります。 新潟県
平常⼼を保つ事、無理をしない事。 福岡県
平素の組合消毒、保健所の講話があっていますので、この理容業会でのコロナが出た、と声を聞かなく安⼼
して営業にはげんでおります。

茨城県

別にありません 京都府
別にありません ⼤阪府
別にありません。もう年もとりましたし、孫の⼦守をするようなので。 宮城県
別にナシ ⻑野県
別になし ⾃分でがんばるしかない！！ ⻑野県
別紙参照 ⼤阪府
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保健関係 ⽯川県
保健所と連携したコロナ対策の実施を円滑にしてほしい！ ⼭形県
保健所等が⽴ち⼊っても何らおそれない消毒⽅法等⼗分にすること（個々が。） 愛知県
保険拡充 茨城県
保助、助成、⽀援などの各給付⾦などの申成指南 埼⽟県
保証はマスクや消毒液など各店舗へ配る少なさもはいります。 福島県
保障ももっと簡単な⽅法で是⾮考えて欲しい切実に！！ 群⾺県
補助⾦ 千葉県
補助⾦と助成⾦のアドバイス代⾏ 神奈川県
補助⾦の⽀給など 茨城県
補助⾦や経営⽀援の策をぜひ国に働きかけていただきたい。 ⾹川県
補助⾦をお願いします。 岐⾩県
補助⾦を出してほしい。 埼⽟県
⽅向性が不⼗分
法律で業とするには、資格をもっていないと髪の⽑は切れないはずなのに、技術をメディアに出すから主婦
が家族の髪の⽑を切ってしまう。免許なくてもできるなら国家資格などいらないのでは？理容の価値を⾼め
るように、かせげる仕事にしないとすたれていく業界になっている。組合がもっとひっぱって、美容業に負
けず、（かせげる）（なりたい）業界にしてほしい。

岐⾩県

訪問理店（福祉施設、特に⽼⼈介護施設のカット出⼊禁⽌が続き、カットが出来ず、どうしたら理容師が介
護施設で仕事が可能に出来るのか？

神奈川県

訪問理容に対しての国の補助を⼀早く。 ⻑崎県
訪問理容の料⾦の明確化や講習、研修。 ⼤阪府
亡くなる⼈や施設に⼊る⼈がいるので廃業を考えています。 福島県
僕たちも、こまっていますが、組合全体で寄付。（医療関係など） 静岡県
本題になりますが、世の中全体の⽣活様式が変わると⾔われている昨今、綺麗になりたいという欲求は男⼥
共に永久不変だと思います。この際免許制度も1本に絞り込みそれぞれ専⾨得意分野で店を拡張し、維持し
ていけばこれからの若い⼈たちは前向きに新しい事を取り⼊れてやっていただけると思います。全国区の理
容と美容が⼿を組んで数の⼒で国会議員と交渉して、元々個⼈事業主ですから申告も低いでしょうから毎年
申告している売り上げの半分以上を危険⼿当等々と⼤義名分と掲げて理事⻑役員の⽅々、ご苦労でしょうが
⼀刻も早く勝ち取るよう交渉して頂きたいです。

神奈川県

本当に営業して居る⼈達を考えて⽅しい。理容きょう会下びりです。 宮城県
本当に⼤変な店へ組合から給付してはいかがですか？ 京都府
本当に不景気。コロナ禍において景気減退。組合は良くやってくれてると思う。 新潟県
本当に夫婦2⼈でほそぼそと営業しているお店に協⼒、アドバイスを真剣に考えてほしい。 愛知県
本当に有難とう御座居ました。 群⾺県
本当に良くしてもらっていると感じでいます。 愛知県
本部会費を減らしてください。 神奈川県
本部組合費などの免除を、最低半年以上続けるべき。 神奈川県
毎⽉1回の「理楽」を楽しみにして読んで、全国の内容を知る様にしております。 ⻘森県
毎⽉の上納⾦（組合費）をおさめているのに、こういう⼤変な時期に組合は⼿をさしのべませんよね？今回
のマスクケースにしても組合費より負担して出せば良いのでは！！組合として、給付⾦の話をしてもいいの
では？

愛知県

毎⽉の組合費が⾼すぎます。 千葉県
毎⽉の配布物、ムダなものが多すぎる。
毎⽉多額の組合費を払っているのに、今回のコロナ対策は、アベノマスクと同じ、必要のないものもって、
組合員の事を考えて欲しい。必要のないものを配るくらいなら、ある⼀定期間組合費減額とかして欲し
い！！

佐賀県

毎度の「Sマーク」の⼩チラシ等は、お客様には反応なし（無関⼼）ですので⽌めてほしい！！その分を他
に使ってください

栃⽊県

毎⽇、拡⼤しているので、恐い思いしてます。 新潟県
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毎⽇、来店してくださったお客様が、3〜4ヶ⽉に1回となった。 福島県
毎⽇の作業の中で⼀番⼼配なのは、⾃分が感染したら店をしめなくなります。組合員で多めの⾒舞⾦を出し
たらどうですか。⼀ヶ⽉店閉めてもいいようにみんなで助けましょう。
毎⽇使⽤するマスク、消毒液など配付し、各店舗からお客様へ還元すれば組合のありがたさが⽣まれる。ア
ウト店対策にもなる。団結⼒、組識⼒が⽣まれ、感謝される様になります。

静岡県

毎⽇私達組合のため御苦労かけております。 秋⽥県
毎年、作成してるTV番組を今回は、コロナ対策のアピールに使うと良いと思う。 京都府
毎年、組合数が減少しています。少数精鋭で頑張りましょう。 新潟県
毎年放送している全理連の番組を⾒やすい午前、午後の早い時間帯に移して欲しい 北海道
毎々理容店への気使い頂いてる事に感謝しています。 ⼤阪府
末端までの供給システムが必要（今迄、あまりゆきとどいていなかったと思われる、たとえば消毒液が確
保、補充が困難である）

新潟県

満額徴収が続くなら脱会者が続出します！経費節減で1番に思い浮ぶのは組合費と⾔うサロンが出てます 福岡県
満⾜な連合会⾏事、運営ができていない分の組合費の免除、減額。 愛知県
未曽有の事で組合や連合会の⽅も⼤変かと思いますが困難に⽴ち向かってまいりましょう。
未来の理容業に希望の持てる連合会で有ってほしい 埼⽟県
魅⼒ある組合にしてほしい。 愛知県
魅⼒がない。 埼⽟県
密になる仕事で、感染が、増えてきたので、顔そりが、⼀番キケンと感いますがお客様は、顔そりをして欲
しいと云われる事が、多いので、今はしてますが、組合の⽅で、時期をおって皆で統⼀してしないというこ
とは、出来ませんか？以前2ケ⽉位、組合の⽅で、顔そりはしないように、云われたので、その時は、しな
くて、⼜、その⽅向で、お願いしたい。

福岡県

密を避ける為の訪問理容の定儀拡⼤はむつかしいのでしょうか？ 岐⾩県
無駄が多すぎる。 ⼤阪府
無駄な「閉店幕」配布しなくて良い。毎週⽉、⽕休⽇、閉店5時なので無駄な経費を使⽤するな。
無駄なアンケートだと思います。お⾦の使い⽅を考えて下さい 岡⼭県
無駄な配布物が多く節約して組合費の軽減を計ってほしい。 ⼭⼝県
無駄に⼈を集めないで頂きたい。 岡⼭県
無駄をヤメて内容のある対策を！ ⼭⼝県
無難な事しかしていない。 ⾹川県
無⽤な、配布物が多すぎます。 茨城県
無理せずお⾝体をお⼤事にされて下さい。ありがとうございます。 ⼤阪府
明けない夜はない ⻘森県
明るい未来しかないこと。インフル、コロナ、ひかくするデータ、メディアにだまされないこと。港区の平
⽥雅彦医⻑が、全理連でも講習会を開催されていました。理容組合でもぜひ、リアルやオンラインで講習会
して下さい。

静岡県

明⽇が⾒えない、絶望的 群⾺県
免疫⼒をつけてこの期をのり切りましょう。 愛知県
⽬に⾒えるかたちでえんじょしてほしい。 神奈川県
⽬まぐるしく変化する環境に迅速に対応して頂き、⼼から敬意を表します。 岩⼿県
問2で書いたが、コロナ対策で作成されている印刷物が使えない。
問2の質問内容は、おかしくないですか？ ⻘森県
問7にあるような⽀援などの情報は、どんどん組合員へ流してほしい。年配の組合員などは申請⽅法もわか
らず有効活⽤されていない。

埼⽟県

問8の5について。現状はとりあえず⾜りています。昨年、組合からマスクの配布・消毒薬の販売が⾏なわれ
る以前（3⽉〜初夏頃）は、どこからもそれらを⼿に⼊れる事ができず困っていました。在庫分を⼯夫して
利⽤し乗り切りましたが⼤変不安でした。個⼈の備えに加えて、全理連様のほうでも今後のために、備蓄⼜
は円滑な販売・配布ルートの確⽴などをご検討いただきたいです。国にも知って欲しい。衛⽣・消毒が⼿薄
になってはいけないし、不安でなりません。

福島県

問いの意味があまりよく解らない。 沖縄県
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問い九と同じ、理容業のみならず、多くの個⼈事業主は消費者の販売意欲を盛り上げる事を願っている。
（正しく怖がって、正しく予防すること）。

京都府

問九で書いたことをぜひ厚労省に伝えていただきたいです。 京都府
問九にも関連しますが、PCR検査を個⼈で⾏うには、コスト⾯やどこに依頼するのが⼤変！ですから、店で
クラスターが出たらその⽀部全ての店PCR検査を組合でコスト⾯（2／3くらい）の⽀援をしてお客様に陰性
アピールをするべき！！組合員店とそうでない店との差別化もアピールできる。「安全性＋差別化」ができ
る。

群⾺県

問九に連がりますが、組合員が⾼年齢にない必要のないポスター、配布物が多すぎます。その分を消減し組
合員の保護に当ててほしいです。今組合員に何が必要か考えてほしいです。

茨城県

問九のような、知恵・⼯夫・アイディアをまとめて、広く、知らせて欲しい。 埼⽟県
問九の開答と同じです⽬につく⼤きいの
問七の2）持続化給付⾦がほしい。 愛知県
問⼆、まだ何も届いていません。 埼⽟県
問⼆で書きましたが、組合加盟店は消毒等は⼗分に⾏っていて、安全ですからご利⽤下さい等、お各様への
PRをお願いします。

愛知県

問⼆にあるようなお客さんに解る物。理容業独⾃の物。 ⻑野県
問⼋でも、述べたが、感染した場合の、全理連、県連、⽀部からの強⼒な⽀援を切望する。 岐⾩県
問⼋の回答で「理容師法の改定」と記⼊した意味は、⾼齢社会において、⾃⼒で移動が困難な⽅が増加して
いる中、理容室がお客様の所へ出向いて施術を⾏う、ことができるように、法の解釈をやや綬めてはどうか
ということです。これは、コロナ対策にもなると考えます。

福井県

役にたたおい！！ 佐賀県
役員（理事⻑・理事）の報酬を、減らすべき。 兵庫県
役員の皆様＊すこやかにすごせます様お祈り申し上げます＊ 埼⽟県
役員の削減。 静岡県
役員の数が⼤すぎる、⼤阪理連を同じく多すぎる、今の組合なら業者として必要がない ⼤阪府
役員の偏りが強い。⾊々な観点よりの役員（特に⼩さな市町村）改正が必要と思いますが…。 愛媛県
役員の⽅には、⼤変な御苦労があろうかと思いますが、よろしく御指導お願いします。 宮崎県
役員の⽅々いつもご苦労様です 佐賀県
役員の⽅々は、それなりに⼀⽣県命良い⽅法を願いてる。 福島県
役員の⽅々も神経を使われて⼤変な事と御察し致します。個々に気をつけて下さると良いですね。 千葉県
役員の連絡網 岡⼭県
役員を減らして、組合費をさげてほしい。⼜は、年齢でさげるとか。
役員を削減して下さい。数が多すぎると感じます。 茨城県
役員会は夜8時から寝いので⾏きたくない 和歌⼭県
役員⼿当の引き下げ。 東京都
役員⼿当や各組織の経費など、極⼒おさえてほしいです。新型コロナがしゅうそくするまででも。 ⽯川県
役員全員で対応している御苦労様の⼀⾔です！！ 群⾺県
役⽴たず！！！4⽉の休業要請の事点で貴様らがイキッた結果休業もできず救済措置の対象も外されたオト
シマケシケロ！！

福島県

約員をやって分かりましたが、組合の⼤事さが分かりました。ありがたく思います。全理連になるとかなり
⼤変だとは思いますがよろしくお願いします。

⻑野県

薬、ワクチンができるまで、だましだましがまんするしかないかもしれませんね。はやくコロナが収束する
ことを願います。がんばりましょう！。

神奈川県

優秀な皆様で頑張ってやってほしい 広島県
有りません。 奈良県
有難い事に普段から保健所の講習で感染予防は聞いて消毒とかはきちんとしていましたのでそんなに怖くは
なかったのですが、こんなに⻑く続くとは思っていなかったなのでちょっと⼼配ですが、朝はちょっと営業
より早めに掃除、消毒をして仕事しています。

三重県

有能な⼈材の登⽤→全理連理事⻑、理事等の停年の実施、⼥性の理事への登⽤、外部⼈材。 京都府
融資を受けている⼈への税の猶予が出来るように。 秋⽥県
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予想もして居ない軍資⾦有難度う御座居ます⾼齢で仕事をさて頂いて居るので涙が出る程嬉しい、勿体無く
て使えません全国ですから⾼額⼤変でしたね。理容は本当に素晴しい組合に⼊って居て良かった良くまと
まって居ますね皆さんの前で声を張上げて御礼を云いたいです。本当に有難度う御座居ます乱筆乱⽂で御免
なさい、御許し下さい。

埼⽟県

予約制で、⽒名をひかえています。 宮崎県
余りわかりません。 愛知県
余り意味のないアンケートだと思います。 神奈川県
余り組合には⼊っているメリットが無い。 神奈川県
与堂に対して美容より単価が低い理容店に対し持続化給付⾦などを出してほしい。 京都府
様々と全理連のお⾻折ありがとうございます。コロナの収息を⼀⽇でも早く願うばかりです 茨城県
様々な営業⽀援、いつもありがとうございます 佐賀県
様々な情報提供に感謝しています。 富⼭県
⽤紙をみて少しづつ努⼒してお店の⽅にがんばれます。お客様にあまりツンツンしても⼈間関係のこともあ
り、気をつけながらお客様を⼤切にしていきます。

栃⽊県

来店してるお客様が感染してるかもわかりません、まず⾃分本⼈と家族が感染しないように注意するとかあ
りません。

福岡県

来店しなくても予約の出来る店のPR、等勉強したい。 ⼤阪府
落ちつくまで、会議等の全⾯休⽌。 京都府
利益の追求より、医療機関等への寄付⾦がいちばんの業界イメージアップのチャンスでしたね 神奈川県
利⽤したお客様に対し組合ならでわの「お客様感謝デー」の企画を…⾦券ではなく、むらって嬉しい物で、
全員にわたるのを企画して欲しいです。

岐⾩県

利⽤しやすい⽀援施築（売上げ減少等）の拡充。 新潟県
利⽤できる公的⽀援の案内等。 埼⽟県
利⽤出来ない⼈もいると思われるが、わかる⼈の登⽤によってネット、オンラインでの情報提供と都道府県
下の⽀部への情報伝達ルートの整備。とにかく遅い。このままでは泥船からおりる⼈が出てくると思う。期
待してますよ！

神奈川県

理、美容の現状が、内容（仕事の）がごちゃごちゃで、⼜、マスコミ関係（TV．新聞etc）で、どうも美容
を取り上げられる事が多いいと思いもう⼀度、理容の事を考えて宣伝をしてほしい。

京都府

理●会費を有効に使っていますか？良くみえてきません！ 愛知県
理楽TIMESは必要ですか？定価200円は？理事⻑の⾃慢顔ばっか。 愛知県
理楽TIMESは役に⽴っています。 ⼤分県
理楽TIMESを少さくしてほしい 岐⾩県
理楽TIMES第544号の1⾯で、⾹川に⾏かれた記事がありましたかが、集合写真にはマスクを⼤多数の⽅が
つけておらず、密着しての写真でした。8⾯では新型コロナの予防ガイドラインの記事、何をしてるのか
てっぱり理解しかねます。

京都府

理楽TIMES等の機関紙のWeb化。印刷費を節減できる。Webの苦⼿な⽅は今まで通り紙ベースで（併⽤す
る）。役員の負担も軽減できる。

埼⽟県

理楽タイムスに⼤森理事⻑が出過ぎ、若い⽅、新しい事にスポットをあてて前⾯に出して欲しい。 愛知県
理楽タイムズの第544号で拝⾒し、助かっています ⻑崎県
理楽はつまらない！年に4回でも充分では？ 秋⽥県
理事・役員すべての若返り。 奈良県
理事に仕事を減らしてもらいたい。 埼⽟県
理事の若替を期待します 岐⾩県
理事の定年制を設けては？トップの⾼齢化が進むことにより政策の鈍化が著しく。 広島県
理事⻑、役員の給料が知りたいです。私たちは朝から夜まで動いても20万にもなりません。組合をやめたい
です。

北海道

理事⻑カゼをひかえようにガンバッテ下さい！！
理事⻑からのハガキは、かなりはげみになりました。 岩⼿県
理事⻑からのはがきを頂き、組合員も1⼈じゃない⼒強さを感じます。でも1⽇1⽇は、⾃分とのたたかいで
す。が、理事⻑から、みんなへの声がけも必要だと思う。

宮城県
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理事⻑からの意味のわからない⼿紙などの無駄な事はやめてほしい。お⾦の無駄。 神奈川県
理事⻑が先頭に⽴ち頑張っているのでたのもしく思います。 宮城県
理事⻑のパフォーマンスの新聞はもうあきた。地⽅の名も無く頑張っているお店、⼈をとりあげて欲しい。
新聞とはそう云う物だ。

埼⽟県

理事⻑はじめ、皆様の努⼒に感謝しています。 愛知県
理事⻑はじめ各役員の⽅々の苦労を考えると本当に頭が下ります、これからもよろしくお願い致します 福岡県
理事⻑はじめ良く頑張っておられると思う ⿃取県
理事⻑をはじめ理事の皆様の努⼒に感謝しております。 ⿃取県
理事⻑⼀⼈のPRよりも業界のPRを！
理事⻑始め、理事の皆様本当に御苦様です。減少に向けたコロナ対策は、理容業からとキャッチフレーズで
お客様に⼿の消毒等の指導等⾏う事業はいかがでしょう。

⻑野県

理事⻑始め皆様の努⼒に感謝しております！！ 神奈川県
理事⻑先頭にスタッフの皆様ご苦労様です、新しい年を良い年に出来ますようによいお年を ⻘森県
理事⻑⼤森利夫様から（2年4⽉10⽇付）のハガキが来たのはうれしかったです。 広島県
理政会から政治家に指導をこう。 愛知県
理政会費の使途及び決算等を明確に⽰してもらいたい。 愛知県
理政会費はやめてください。何の意味もない。 岐⾩県
理政連の会費はどの様に使っているのか⾃分達で使っているのかこんな時にこそ運動するのでないのか何の
助けにもならないでは。

東京都

理髪はおくれている ⾼知県
理髪組合でなく理容組合です。 ⾼知県
理髪店・理髪師と⾔う新聞社・テレビ局に改善を求めるべきである。抗議するべきだ 滋賀県
理美容はコロナに対して、危険な仕事であると⾔う知事の発表が、まだ尾を引いている気がする。 栃⽊県
理美容業も飲⾷店同様に規制をかけ、それに対する保障をしてほしい。 ⻑野県
理美容師の国家資格の統⼀。業界が今以上に悪くなる。 ⼤阪府
理美容店での感染が少ないことを全国的にアピールしてほしい。 新潟県
理美容店での実際の感染例と感染状況（数）の調査と公⽰。 新潟県
理不尽な法律をどうにかして欲しい 埼⽟県
理容、美容組合に加⼊していないところだと思いますが、保健所の指導は、どうなっているのかと思いまし
た。⼜、作業場に⽝（猫）がいる所もあるようですが、厳禁にしてほしいです。不快です

福島県

理容・美容のお店から感染者が出ていないのが、⼀番うれしいです、これからも消毒に気をつけます。 岩⼿県
理容・美容師の免許の⼀本化に向けてお互いに歩み寄りしてヘアー業界を活性化すべきではないでしょう
か？

神奈川県

理容TIMESの式典の集合写真はのせない⽅がいい 広島県
理容TIMESを拝⾒してますが、全理連の取り組みと各⽀部の取り組みに温度差があります。組合員全員がコ
ロナに対しての危機感を持って、真剣に取り組まないと、やはり怖いですよね。

三重県

理容サロンに⼊店しての感染リスクを数字化して、安⼼して来てもらえるようにメディア等での共有。 ⼤阪府
理容では、コロナに関係なく消毒薬は常に使っているのだから、品薄で⼿に⼊らなくなる事のないように、
働きかけてほしい。

福島県

理容という仕事は、社会⽣活においてとても必要とされる職業なので、世論へ、もっともっとアピールし
て、次世代の理容師を増やしましょう。

神奈川県

理容と美容のへだてをなくしてほしい！ 神奈川県
理容と美容の営業をするのあたり、同サロンでの営業の壁を緩和してもらいたい。 ⼭⼝県
理容と美容の合併をして、⼀本化し活性を計る。
理容にかんするシーエム（CM）をしてほしい 沖縄県
理容の作業時の技術者の安全度を理化学的に知りたい。 宮城県
理容の新営業についてのセミナーの開催のお願い ⿃取県
理容は常に保健所の指導を受けている事をアピールして下さい。 福岡県
理容ポスターの各店へ配布急いで！！ 茨城県
理容まつり的なキャンペーン企画を期待しております。 新潟県

84



問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

理容学校での授業内容を充実させ、卒業後即戦⼒に（カットができる状態）してほしい。（2年もあれば理
容師ならできるはず）そうすると初任給25万くらい出せると思います。

三重県

理容業43年間、家内と⼆⼈技術のおかげで⽣活させていただきました。こうけい者がいなく72才です。げ
んじょうで？仕事ができたらしあわせです。今は1⼈で予約で営業してます。ありがとうございます。

福島県

理容業からコロナを出さない様に⼼がける。 埼⽟県
理容業が休業要請に⼊らなかった全連の動きに感謝しています。 千葉県
理容業での感染症対策で、会話をする時には、マスクをする事が⼤分重要だと思うのですが、お客様に直接
⾔いずらい部分があるので「全国理容連合会」という名称が⼊った、会話する時にはマスクの着⽤を促すポ
スターの配分をお願いします。

岩⼿県

理容業にクラスターが出ていないことをアピールしてほしい。 広島県
理容業に給付⾦を⽀給してほしい30万〜50万円ほど連合会から国に働きかけてほしい 岐⾩県
理容業に特化した資⾦の融資など。 ⻑野県
理容業のPR活動。 愛知県
理容業のアピールをもっとして。 静岡県
理容業のイメージアップを図って欲しい 埼⽟県
理容業のエッシェンシャルワーカーとしての存在をアピールしてほしい。 埼⽟県
理容業のコマーシャルをテレビでお願いします。
理容業の安全性のアピール 静岡県
理容業の国⺠年⾦では⽣活出来ない 広島県
理容業の持続化給付⾦をぜひお願いします 北海道
理容業の社会的⽴場やステイタスの向上のための取り組み（医療⽤ウィッグなどのような）をこれからも、
営業⽀援していただきたい。

京都府

理容業の衰退は、⼩⼦⾼齢化と⼤⼿資本（アウトサイダープラージュ）などの先出が影響が⼤きい。 宮城県
理容業の地位の確⽴。 千葉県
理容業の未来。 岩⼿県
理容業の未来のために今皆様で協⼒し合い乗り越える時だと思いますのでご指導をお願いします。 ⾹川県
理容業の魅⼒を最⼤限に発信し、若者を取り込む。 宮城県
理容業は、お客様と接して始めて成⽴する仕事なので、事務的な業務ではありえない。医療従事者等の次
に、感染リスクがあると思うので、従来の消毒⽅法等で、衛⽣⾯が整っているから⼤丈夫という事でなく、
少しでも⼿厚いバックアップ、⽀援をお願いします。

富⼭県

理容業はオワコンになってはいけない。理容業界の活性化に貢献する事が出来る新技術だと確信しておりま
す。

⻑崎県

理容業はコロナのリスクが⼤きい ⾼知県
理容業はサービス業でもありますが、法令の範囲内でできる新たな理容のビジネスモデルが⽣まれたら⾯⽩
い

神奈川県

理容業はもともと、厚⽣者かんかつで、消毒等はもともと重視されて、安全である事のアピールを 福岡県
理容業は安全であることをアピールしてほしい 兵庫県
理容業は過去90パーセント以上の組合員加⼊者数でした、現在は役半数です、⼜組合員の年齢は60歳超え
の⾼齢者です。このままでは、後数年で組合、解散の県が出る可能性があります。⼜、中期的に⾒ても理容
業⾃体が（絶滅業種）になる可能性が有ります。60歳以下の理容店主の⽅で⾮組合員が沢⼭⾒えますので若
い⼈の声を聞くことが⼤事かと思います。⼜、消費者の⽅は組合加盟店、⾮組合店の区別がつかないと思い
ます。（全理連には数⼗⼈の職員の⽅がいらっしゃいますが、区別出来るか聞いてみてください）連合会
が、ポスター、ステッカー、修了証等々有りますが組合員向けで（⾃⼰満⾜の様に思います）消費者、利⽤
者に向けたアピール必要かと思います。

岐⾩県

理容業は感染症対策をしっかりやっているとの安⼼できるアピールを願いたい。 東京都
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理容業は体⼒勝負。パーマやカラーに加えて顔そりもするのだから、全連あげて、美容より本当は料⾦が⾼
くて当然。当店は廻りに⽐べて⽐較的⾼くしているが、まわりが安すぎる。⼀つの職業としてみとめてもら
うには、もっと全連でバックアップして理容の⼤変さをアピールしてほしい。そのためには、当然本⼈の努
⼒も必要になってくるが！！建設業や⼟⽊業もそうだが、⼈が集まらない。たいへんな仕事だから、その価
値を全連は本当にはあくしてるのか？それに⾒合った料⾦でないと、そこに⼈が集まるはずはない。⾃分は
⼤変さをお客様にアピールしている。

秋⽥県

理容業は勿論のこと、美容業や医師等、国家資格を必要とする業種総てにおいて免許証の店内掲⽰を義務付
ける法整備を厚⽣労働省に働きかけてほしい。

新潟県

理容業も時短でいいと思います。 愛知県
理容業をもっとアピールしていただきたいです。 宮城県
理容業会にあまり⼒を⼊っていない様な気がする？ 新潟県
理容業会にたずさわっておられる⽅々がんばって下さい 福井県
理容業会の、為に⾊々と、がんばって下さり、安⼼と、感動してます。有難う、御座居ます。そして、御く
ろう、様です。

岡⼭県

理容業会は、コロナ禍でなくても、低料⾦店が主流で、なんとか対策を取って欲しい！ 奈良県
理容業会も飲⾷業みたいに⼀店舗30万〜50万位の寄付⾦があってもいいのではないかと思う。 北海道
理容業界からのクラスターは、ほとんど出ていないので、安⼼して利⽤できる事をアピールしてもらえると
良いと思います。
理容業界としてがんばりましょう。 福島県
理容業界は、安⼼、安全に取りくんでいる事を、発信してほしい…。それに対するポスターなども、もっと
あったら良いと思う！！
理容業界はお客様にとって「安⼼のオア・シス」ですをアピールする広告を作って頂けたらと思います ⿃取県
理容業界はこうした⽅が良いという事をもっと発信してほしい。 岐⾩県
理容業界は⽇頃の衛⽣管理の徹底でお客様に清潔で健やかに暮らしていただける様に⽇々努⼒しておりま
す、医療従事者に近いと思います。売上の20％減少でも実際には、設備⾯、時短営業出費はかなりの額にな
ります。助成⾦のパーセンテージの⾒直しを（持続化給付⾦）我々業界にも、⾒て頂きたいです。

千葉県

理容業界をもっと外から内を⾒てほしい。なんの為の理容組合なのか？役員会には、オブザーバーも⼊れて
意⾒を聞くべきである。

静岡県

理容業者としてのアピールをメディアに向け、発信してもらいたい。 ⻑野県
理容業者の衛⽣に対する取り組合みをメディアに露出するのが弱い。 広島県
理容祭りみたいな、お客様対象のくじ付景品プレゼント企画希望。 ⿅児島県
理容材料店がないので東京の通販を利⽤しています。以前は3社ありましたがいずれも廃業となりました。
総合理容材料を取り扱ってほしいと思います。

⻑野県

理容師、美容師の枠をはずせる未来を希望します。 ⿅児島県
理容師・美容師の同⼀店舗業務の許可。業界が今以上に悪くなる。 ⼤阪府
理容師が気をつけて感染しないように、⾏道をとることを進める。 ⾼知県
理容師が低価格店へ移動がないように教育していただきたい！ 秋⽥県
理容師になって42年になるがこんなに不安と恐怖をかんじたことわない。
理容師になりよかったと思っています、この道50年ありがたいものです。 福島県
理容師の仕事に前向に働ています。特に顔そりが楽しい時間です。 福島県
理容師の新型コロナウイルス感染者数を公表してほしい。店名の公表はせずに理容師の感染状況が知りたい
です。

富⼭県

理容師は、コロナに関係なく、消毒液のプロという所をもっと全国的アピールしてほしいです。組合員は！
（笑）

京都府

理容師は⼝べたのでPRが下⼿なので（お客様へ向けて）だまっていてもわかってもらえるツールがあると
（⼤くの⼈に認知してもらえるもの）ありがたい。（TVCM等）

栃⽊県

理容師は国家資格で免許証がいる事をもっとPRしてほしいです！。 神奈川県
理容師も医療従事者の⽅々に次ぐ濃厚接触になると思うので、ワクチン接種の優先順位を考えていただきた
いと思います。

奈良県
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理容師より美容師のほうがもうけている。もっと理容師も勉強をしなければと思うので、講習をしてほし
い。

岡⼭県

理容師法、⽣活関係衛⽣業の運営の適正化及び振興に関する法律等法規に則り地⽅⼩⽀部は運営処か常軌を
逸した組合員⼜は従業者による⾝勝⼿なふるまいで、⼤権侵害、パワハラ、権⼒乱⽤による嫌がらせをする
理事等が居る。（他⼈のプライベートに介⼊し、⾒返りに選挙協⼒等…）

北海道

理容師幕習10年以上してますが誰⼀⼈来ません。このままでは理容は無くなる事は分っているはずです。速
く理美容同じ免許にして下さい。若い理美容師の為にもなります。20年前から⾔ってますが、誰れが⽌めて
いるのですか。若いスタップが居ないので若いお客さん来ません。皆んな美容院⾏っています。時代遅れに
成っています。髪をいじるのが好きな若いスタッフの為にもお願いします。

⻑崎県

理容師免許でできるよに、早急に申請して下さい。 奈良県
理容師免許証の名義変更について、習得⽇や免許番号、全て変わってしまうのは扱いが軽く⾒られている
（結婚し、離婚した場合など、特に⼥性に関して）

富⼭県

理容室からの感染など、絶対に出したくないと希望です、全国です、理容組合だけはがんばりましょう！！ 新潟県

理容室からの感染者がいない事は防⽌につながるポスターステッカーガイドラインがゆき届いているからと
思います。

宮城県

理容室の安全安⼼PRコマーシャルを実施して、とにかく社会へアピール（イメージ）すること！。 岡⼭県
理容室は、おもに男性をあしゃれにする所。全国⼤会にレディス技術競技は必要でしょうか。（競技⼤会の
⾒直しを）男性技術者に（⼥性をおしゃれに。素肌を・⽋点を）されさないでしょう。理容室はもっと男性
をおしゃれにする技術を追求すべきである。（オールマイタラの技術⼤会を求めるべきではないでしょう
か。）（規則、キャリのない、規定のない技術⼤会丸刈以外の競技を1部⾨つくる事
理容室はコロナには安全であると⾔うPRをお願いします。 広島県
理容室は安全ですのアピール 京都府
理容室わ安全ですのコマーシャルをのぞむ ⻑崎県
理容従事者全員のPCR検査を組合全体で受けられる様にしては？ 茨城県
理容所から、コロナが出たら、全店がこまってしまうから、具体的に細かく指導全店で。 静岡県
理容所での感染者数とその原因を知りたい。 神奈川県
理容所のあるべき姿、公衆法に対するサロンの安全性をPRしてほしいし、ただ不潔な店も、多いのでその
点は注意改善するべきだと思う。

⼤阪府

理容新営業に来たします。
理容⽣活衛⽣同業組合の事を、⼀般の⼈達に知ってもらいたいです。組合店と⾮組合店は⼀般の⼈には、差
がわかっていないです。多くの⼈に知ってもらいたいです。

岡⼭県

理容全国にしっかりしているのに組合なのに対応がおそいように思う。 三重県
理容全国⼤会、世界⼤会開催させたい！！ 島根県
理容組合あっての私たち理容師です。お客様のために全国で⼒を合わせて頑張っていきたいです。 愛知県
理容組合からせめてコロナがでません様に。 愛知県
理容組合からの現⾦⽀給。 ⼤分県
理容組合だからで来る事を。⽀援してもらいたい？ ⼤阪府
理容組合での⼤⼿ケア施設への営業、契約を⾏ってほしい 埼⽟県
理容組合で貸付制度をつくってほしい（低⾦利）。 広島県
理容組合に会費を払っているのにもっと他店との差別化をわかりやすく早くコロナ対策を⾏ってほしかっ
た。会費の使い道は？何のための組合なのか？。

兵庫県

理容組合に少し不信感あり。 和歌⼭県
理容組合に⼊って良かった、思いたいです 愛知県
理容組合に⼊れていだだき60年くらいになります今からどのぐらい仕事が出来か出来るかわかりませんがお
願い致します（⼥性です）

⼭⼝県

理容組合のためによろしくお願いします。 ⼤阪府
理容組合の取り組をテレビ新聞等で宣伝した⽅が良いと思う。 福井県
理容組合の対応がすべて遅い、わからない事を聞くと保健所に聞いてと⾔われ組合とは何？ 岩⼿県
理容組合は、随分と楽（天）的だと思います。美容業の⽅にお客がとられ減っている。 愛知県
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理容組合員の減少のため余り希望を持っていない。 群⾺県
理容組合員全員が安床が、がんになっている。何とかならないものかな！。 愛知県
理容組合員店からはコロナを出さないように対策、PRをして下さい。 ⼭形県
理容組合員店ではコロナ感染者は出ていないというアピールを強⼒に押し進めていく。そうしないと千円
カットにお客様がどんどん流れてしまいます。

茨城県

理容組合加⼊者を全⾯的に宣伝しコロナウイルス対策を徹底している事で安全であることをマスコミで宣伝
してもらいたい。

岩⼿県

理容組合⼊いてなんのいみもない ⼤阪府
理容組合費が⾼すぎて、退めたいと思っている。1／2に組合費を半額以下にしてほしい。椅⼦の数で決める
のはおかしい1⼈当りにしてほしい。

⼭⼝県

理容組合費の減免、免じょ 福島県
理容組合費を安くすること。 埼⽟県
理容組合費を来年⼀年間半額にしてほしいと思います。（コロナが落着くまで） 北海道
理容店がクラスターが発⽣したら全国の理容店舗が来店⾃粛の対象と成りえます。保健所と連携して「抜き
打ち検査」等衛⽣の強化をお願いしたい。

和歌⼭県

理容店からコロナ患者が出たら、全国の理容店に影きょうがあると思う 佐賀県
理容店から感染疑いが出た場合の、組合としての取組みを周知願いたい。 神奈川県
理容店でコロナウイルスのワクチンを接しゅできないか？医師をはけんして。 秋⽥県
理容店での感染はほぼないと公的に宣⾔してアピールしてほしい 奈良県
理容店に給付⾦⽀援策が必要 広島県
理容店のPRをマスコミ、メディア等で広く世間に知らせてください。 ⼤阪府
理容店の安全安⼼をアピールしてほしい。 愛知県
理容店の安全性をPRする、ポスターの配布。 茨城県
理容店の安全性をアピールできる対策に取り組みを。 兵庫県
理容店の減少 ⻑野県
理容店の宣伝を出来るだけやる ⾼知県
理容店は安全！となれば国⺠にもっとアピールして頂きたい。組合員店がコロナを出さず、実績をつんだら
アピールをもっとして頂きたい。組合店の安全、安⼼をアピールするチャンスだと思います。

神奈川県

理容店へ就職しても報酬や社会保障が満⾜になっていない。（⽣活できない） 3．組合脱単が進んでい
る！

⼭形県

理容店を経営している限りは全理連及び県の理容師会・⽀部の理容師会に加盟している亊は誇りでありどん
な状況になっても全国理容連合会の会報を読んで参考になるところは参考にしております。

福島県

理容店来店への安全性のピーアールをしていただきたい。 愛知県
理容料⾦の基本料⾦は何⼗年も上がらず技術者の気持ちも落ち込む。 東京都
理容料⾦の最低法と云うものを（法）で確定出来る様政府に働き掛けならどうですか4000円の料⾦と1200
〜1500円では刃打ち出来るワケがないでしょう。今の様なマズシイ業では各店舗〔后次〕が少なくなって
いるのは当然でしょう。

静岡県

理容料⾦組合会員の店。となりは、組合ではない料⾦の違いがありますがなんとかならないものかと…コロ
ナのこととは違がいますが…年しより理容師の1⼈ごと。

佐賀県

理容連合会でも今やって下さる事、有難度いですが他に案は出て来ません。コロナにかからない様頑張るだ
けです。

⻑野県

理容連合会として助成⾦（給付⾦）（返却することのない）を出してくれたらと考えます。 ⻑野県
理容連合会に希望が⾒えない！。 徳島県
理容連合会の皆様感染防⽌の為、情報をお知らせ下さってありがとうございます。 栃⽊県
理容連合会の問題ではないので⼤変むずかしいです。
理容連合会は組合員に⽀援、情報を伝達いただき感謝してます。 千葉県
理容連合会へ何も期待しておりませんので特に何もしなくていいと思います。 福島県
理容連合会よりのコロナに対しての知恵等はお客様へお伝えして安⼼して頂いているありがとうございま
す。

⼤阪府

理容連合会加盟店は、安全、安⼼だとメディアにアピールしてほしい。 愛知県
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理容連合会理事⻑の考えに⼀任します。 宮城県
理髮業を理容業に宣伝して下さい ⾼知県
⽴体マスクのロゴ（チョキチャン）⼊の斡施 ⻑野県
旅館や飯⾷店等は優遇されているが理容業界は売上⾯では不利の⽤に思える。 福井県
旅⾏や式典などは⾃粛（少⼈数）してほしいし、組合費を軽減してほしい。 北海道
旅⾏業者、飲⾷店に対し政府からの計らいがありますが、我々理容業には特に恩恵がありません。同じ様に
苦労しておりますが。

東京都

料⾦、仕事、時間。（全理連として）。 埼⽟県
料⾦の改定やPRなど⾃由にできる組合になってほしい。 静岡県
料⾦改定の全国規模 千葉県
良いアイディア等、次々考え発信して頑張ってくれているが、全国的にどこにでも効果が有る事ばかりでは
ない気もする。

福井県

良くしていただいています。 三重県
良くやっていると思う。 新潟県
良くやってくれています。有がとう。 ⼭梨県
良くやってくれていると感じています。 ⼭梨県
良く運営されていると思う。 岐⾩県
良く頑張って下さってます。ありがとうございます。 ⼤阪府
⼒のかぎりがんばっている。 秋⽥県
⼒を発揮して下さり、仕事が出来ることに感謝します。 神奈川県
令和2年〜3年と⼤変な苦労されている役員の皆様を⽀援したく思います。何と申しましてもコロナ対策は⾃
ら知恵をだして対応すること。

北海道

令和3年3⽉末迄、県、⼩⽥原、湯河原地区等組合ヒ半額となっていますが、今のまま・現状ですと組織をや
めるという会員が出ています。各⾏事、講習等がないので先を⾒ながら現在の会費であるべきだと私も感じ
た1⼈です。⽀部に連絡お願い致します。

神奈川県

令和3年は安⼼できる様になってほしい！ 福岡県
令和3年も昨年以上に状況が悪くなると予想されます。2年位は、コロナが、おさまらないような感じです。
今まで以上に換気、消毒エタノールの消費は増え固定費、電気代、⽔道代等が増えています。

福島県

例 蒸器でウィルスがなくなる、なくならないどっち？髪の⽑にアルコール消毒してからカットするといい
のか？。
列えば理容業界のPRをもっとマスコミを通じて⾏わないと、この業界消減しますよ
連合として、できる⽀援を今後もお願いしたい。 ⼭形県
連合会、イコール理容業界という⾔葉は残念ながら違ったと、現実を⾒て下さい。もう、⽬の前の事項を⾒
て⾒ぬ事は⽌め、過去、厳しい事、⾒たく無い事項を⾒ない事で全ての組織はコワレています。

⻑野県

連合会からの給付⾦ありがとうございました。 ⻑崎県
連合会からの⽀援を⼼強くして頂いています。 佐賀県
連合会からの組合店（員）への給付⾦⽀給 茨城県
連合会から各店舗へまとまった給付⾦を配るべきだ。数万円以下では何の役にも⽴たない。 兵庫県
連合会から経費の消減努⼒ 宮城県
連合会が国⺠に対し、低料⾦店より、カット技術、特種技術の優れている事のPRを…。髪の乱は、⼼の乱
れ、頭スッキリ、⼼爽やか。

徳島県

連合会でアルコール消毒液の注⽂を取って欲しい ⼭梨県
連合会で給付⾦を全国の理容店にくばらない？ 神奈川県
連合会として、感染防⽌対策の指導感謝しております 北海道
連合会としての給付⾦を考えて⾒て下さい。 茨城県
連合会として組織としての役割りがまったくみえない。 埼⽟県
連合会ならではの⾏動を起こし、発進してほしいです。 ⼤阪府
連合会に⼊っている店と⼊っていない店の差別化はどの様に ⼤分県
連合会の⼀般へのアピールをしてほしい。（加盟店以外で！） 兵庫県
連合会の運営⽅法の⾒直し（ムダのカット、経費削減等） 岐⾩県
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問⼗．全国理容連合会への声をご記⼊ください。 所属組合

連合会の⼯夫でよいと思います。出来ればスピーディに希望できますか？ ⼤阪府
連合会の指導にそっての営業のアピールを。 北海道
連合会の先⽣⽅には感謝しております。今後共よろしくお願いします。早くコロナが無くなる事を祈りま
す。

和歌⼭県

連合会の努⼒により接客業（理容）ができて幸せです。 福島県
連合会の⽅々も、⼤変だと思いますが、知恵を出し合い乗越たいと思います。 ⻑崎県
連合会の⼒があまりにも弱くなった男性の美容OK等（30年前からわかっていたの）に無策多くの組合離れ
がコロナ前から前からあるのでトップを若い⼈に変えるべき

⾼知県

連合会は何もしてもらえない、組合全国⼀丸となる様にしないのはダメ！ 静岡県
連合会は会費だけ取って有⽤な事はなにもしていない。 静岡県
連合会へ、会費（全理連）をもっと安くしてください、よぶんな雑誌とか経費を削減すれば出来るはずで
す。魅⼒有る組合にして下さい。（脱退者をくいとめるために。）

群⾺県

連合会執⾏部の皆様におかれましても多⼤な対処協⼒に感謝を申し上げます。 千葉県
連合会離れ、効果が無い ⼭⼝県
連合公の対応は何も出来て無いのと思う、⾦がないのかと思う ⼤阪府
連合組合がコロナ禍に対して何をしているのか1ヶ⽉客イスに対し1台500円の税⾦は⾼くないか？ 兵庫県
連⽇コロナウイルスの報道で、お客様（特に⾼齢者）の来店周期が⻑くなってしまって、結果、売上減に
なっています。⼈⼝の⾃然減もあり、コロナが収束しても売上がどの程度戻るか⼼配です。

新潟県

⽼⼈組合⼈はあきらめている 福島県
和歌⼭県の組合員の平均年齢が66才をすぎています。そのため予防のためありとあらゆる。⼯⾵をしている
おかげでサロンからお客様お客様にそれぞれ感染者は1⼈がきせん

和歌⼭県

和歌⼭県理容⽣活衛⽣同業組合からポスター（パソコン在作って頂いたもの）を頂いたのでとても助かりま
したアピールをできました

和歌⼭県

顏剃り、エステ等労働省に危険を呼びかけ、感染防⽌の策をうながし、減収にともなう給付⾦も考えてほし
い。

岐⾩県

髙令になって元気で居れば客は1⽇、2、3⼈来られたら良いです。 ⿅児島県
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