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道経連通信 臨時号38
◆

道経連 より

「新型コロナウイルス感染症対策」の影響・対策に関する調査（第１回）へのご協力へ
のお礼と結果のご報告について
道経連では今後、事態の長期化も想定される中、会員各位の新型コロナウイルス感染症による経営への影響
等について定期的に把握するとともに、国・道等の対策や道経連としての取り組み等について会員各位のご意
見をお伺いしながら、活動を進めるため、２か月に１回程度調査を実施することといたしました。
その第１回の調査として、道経連通信臨時号28号でお願いいたしましたアンケート調査を5月8日～5月20
日にかけて、補足としてヒアリング調査を5月21日～5月27日にかけて実施いたしました。
ご多忙の折、アンケートやヒアリングにご協力いただきました会員の皆様に心より感謝を申し上げます。
調査結果報告書を添付しておりますが、お時間のある時にご一読いただければ幸いです、
本調査にて、新型コロナウイルス感染症の影響に関する現場の実態、国・道の対策や道経連の取り組みに対
する貴重なご意見・ご示唆等々を種々いただきました。
調査結果報告書の「５．まとめ（今後の対応）」のところにも記載していますが、いただいたご意見等を踏
まえ、今後、早急に国や道への要望活動を行うとともに、道経連としての取り組みも行ってまいります。
何かお気付きの点等あれば、都度お寄せいただきますようお願い申し上げます。
また、本調査は7月下旬を目処に第２回を行う予定でありますので、引き続きご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

【道経連通信 臨時号38】(1)

2020 年 5 月 28 日
「新型コロナウイルス感染症」の影響・対策に関する調査（第１回）
調査結果報告書
１．調査の趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応に関し、これまで当会では、2020 年 3 月に「新型コ
ロナウイルス感染症への対応策に関する国等への要望についての会員意見募集」を実施し、
いただいた意見を踏まえるとともに、関係団体と連携を深め、道内経済８団体にて、3 月 24
日には国政与党に、3 月 30 日には北海道知事に対し、「新型コロナウイルス感染症対策に
関する緊急要望」を実施した。
こうした中、国では 4 月 7 日及び 20 日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を
閣議決定し、関連する補正予算が 4 月 30 日に国会で議決された。その内容には、８団体に
て要望した事項が数多く盛り込まれている。さらには今般、2 次補正に向けた議論も進んで
いる。
一方、道においては、3 月 28 日および 4 月 28 日に「新型コロナウイルス感染症に関する
緊急対策」の補正予算が道議会で議決された。
このように、国や道における対策が始まったところであるが、今後、事態の長期化も想定
される中、医療崩壊を防ぎつつ北海道経済を維持していくためには「切れ目のない実効的な
対策」や「ピンチをチャンスに変える北海道経済の強靭化」が重要と考えられる。
こうした観点から、当会では新型コロナウイルス感染症による会員企業の経営への影響
等について定期的に調査するとともに、国・道等の対策や道経連としての取り組み等につい
て、会員のご意見を伺いながら、国・道等への要望活動や当会としての事業活動を進めるた
め、２か月に１回程度、本調査を実施することとし、本報告書は 2020 年 5 月に実施した第
1 回目の調査結果をとりまとめたものである。

２．調査の概要
（１）アンケート調査
調査期間：2020 年 5 月 8 日〜20 日
調査方法：全 513 会員企業・団体に対し、道経連通信（会員向けメールマガジン）で調査票
を送付し、メール又は FAX にて回答いただいた
※なお、一部団体会員にて当該団体に属する企業にさらに送付いただいたため、
当会の直接の会員ではない企業等からの回答も含んでいる
回答者数 55 者
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【アンケート調査の回答者属性】
○本社所在地

道内
道外
合計

46
9
55

83.6%
16.4%

○規模（従業員数）

100人未満
100～299人
300～499人
500～999人
1000人以上
合計

19
13
4
6
13
55

34.5%
23.6%
7.3%
10.9%
23.6%

○主な事業内容

建設業
食料品等製造業
出版印刷業
化学工業
窯業等製造業
鉄鋼業
金属製造業
機械製造業
その他製造業
電気・ガス業
情報通信業
報道
運輸業
卸売・小売業
金融・保険業
不動産業
ホテル旅館業
サービス業
その他
合計

12
4
0
1
0
0
0
1
2
1
5
3
1
2
1
2
10
7
3
55

21.8%
7.3%
0.0%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
1.8%
3.6%
1.8%
9.1%
5.5%
1.8%
3.6%
1.8%
3.6%
18.2%
12.7%
5.5%

【アンケート調査の設問内容】
Ｑ１．新型コロナウイルス感染症により貴社の４月の売り上げは前年同月と比較して、どの
程度減少しましたか？。以下の（1）～（3）から１つ選んで番号を〇で囲んで下さい。
（1）
又は（3）を選んだ場合は概ね何割減少（または増加）したかを（ ）内に記載して下さい。
（1）前年同月と比較して、概ね（

）割、売り上げが減少している

（2）前年同月と比較して、売り上げは変わらない
（3）前年同月と比較して、概ね（

）割、売り上げが増加している
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Ｑ２．上記売上の減少を含めて、新型コロナウイルス感染症に関し、貴社が現在直面してい
る課題は何ですか？。以下のうち当てはまるもの・近いものを全て選んで番号を〇で囲んで
下さい。
「
（11）その他」を選んだ場合は（
（1）売り上げの減少

）内に具体内容を記載して下さい。

(2)資金繰りの悪化

（3）事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）(4)雇用の維持が困難
（5）労働力の不足

(6)休業等による労働力の余剰

（7）マスク・消毒液の不足

(8)ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

（9）サプライチェーンの毀損などにより原材料等が入手困難
（10）国や道の対策を活用したいが手続きが煩雑である・どこに相談してよいかわからない
（11）その他（

） （12）特になし

今回の国・道による主な対策を以下表にまとめました。以降はそれをもとに回答願います。

《国による主な対策》
（1）実質無利子・無担保・無保証料など各種融資策の拡充
（2）売上減少に対する持続化給付金（法人最大 200 万円・個人事業者最大 100 万円）
（3）中小企業生産性革命推進事業（ものづくり・持続化・ＩＴ導入）の特別枠の創設
（4）地域企業再起支援事業

※都道府県が地域の企業の再起を後押しする施策への補助

（5）国税・地方税・社会保険料の１年間の納税猶予
（6）令和 3 年の固定資産税・都市計画税の減免
（7）雇用調整助成金の特例措置
（8）国民１人につき 10 万円の特別定額給付金
（9）マスクの配布、人工呼吸器・マスク等の生産支援
（10）アビガンの確保、治療薬・ワクチン等の研究開発
（11）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の創設と自治体への交付
（12）国内投資促進事業費補助金などサプライチェーン対策
（13）テレワーク導入支援などデジタルトランスフォーメーションの加速
（14）Ｖ字回復に向けた Go To キャンペーン（旅行・飲食・イベント・商店街）
（15）その他
《道による主な対策》
（16）実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠（国の 3000 万円＋3000 万円）
（17）道産品の通販サイトでの割引販売など「おうちで応援・かって北海道」キャンペーン
（18）休業要請先等への支援金 ※法人 30 万円、個人事業者 20 万円。市町村で上乗せ有
（19）
「北海道短期おしごと情報サイト」の開設 ※人手不足の企業等と休業等により短期的
に働きたい方々のいる企業等をマッチング
（20）その他
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Ｑ３．前頁表の（1）～（20）の主な対策のうち、評価できる・期待できる対策を全て選び、
下記に番号を記載下さい。ない場合は「なし」と記載下さい。また、
「国の対策（15）その
他」
「道の対策（20）その他」を選んだ場合は、具体内容を記載下さい。
Ｑ４．前頁表の（1）～（20）の主な対策のうち、貴社が既に活用しているまたは活用を検
討している対策を全て選び、下記に番号を記載下さい。ない場合は「なし」と記載下さい。
また、
「国の対策（15）その他」
「道の対策（20）その他」を選んだ場合は、具体内容を記載
下さい。
Ｑ５．影響の長期化を見据え、今後さらに国に求めたい対策はどのようなことですか？。
新たな対策や前頁表（1）～（15）に示す既存の対策の使い勝手の改善・拡充・延長も含め、
自由に記載下さい。
Ｑ６．影響の長期化を見据え、今後さらに道に求めたい対策はどのようなことですか？。新
たな対策や前頁表（16）～（20）に示す既存の対策の使い勝手の改善・拡充・延長も含め、
自由に記載下さい。
Ｑ７．道経連では、国・道への要望活動の他、道経連独自の取り組みとして、事務局内にコ
ロナ対策チームを立ち上げ、道産品の地産地消促進など、北海道経済の維持や強靭化につな
がる取り組みを開始しています。会員企業や行政・関係団体と連携してのものも含め、今後
の道経連の取り組みとして期待する内容やアイディア等を自由に記載下さい。

（２）ヒアリング調査
調査期間：2020 年 5 月 21 日～27 日
調査方法：上記アンケート調査の補足として、新型コロナウイルス感染症に伴う影響の実態
や国・道の対策の活用状況等について、可能な限り幅広く現場の声を把握するた
め、アンケート調査に未回答の会員企業を中心に、電話でヒアリング調査を行っ
た。
調査件数：66 者

※アンケート調査とあわせ 121 者

（３）本報告書の構成
本報告書では「３.」に上記（１）アンケート調査の結果を、「４．
」に上記（２）ヒアリ
ング調査を通じて収集した企業の「ナマの声」をとりまとめている。
その上で、今回の調査結果を踏まえた今後の当会の対応について、
「５．まとめ」として
記載している。
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３．アンケート調査の結果
Ｑ１.売り上げへの影響（4 月の売り上げを前年同月と比較）

回答者数

増減の
平均値
50.9%
42%
36.4%
3.6%
10%
9.1%

回答割合

前年同月と比べて売り上げは減少している
28
前年同月と比べて売り上げは変わらない
20
前年同月と比べて売り上げは増加している
2
無回答
5
合計
55
※全回答者（無回答除く）の平均増減

23% の減少

4 月の売り上げについて前年同月と比較して「減少した」企業が 50.9%、
「変わらない」と
回答した企業が 36.4%、
「増加した」と回答した企業が 3.6％になった
また、
「減少した」
「増加した」と回答した企業に概ねどの程度減少（増加）したか尋ねて
いるが、
「減少した」と回答した企業の平均値は 42％減少、
「増加した」と回答した企業は 2
社のみであるが、平均値で 10％増加であった。
「減少した」
「変わらない」
「増加した」を含めた回答者トータルの平均値は 23%減少とな
った。
それぞれの事業内容ごとに、
「減少した」「変わらない」
「増加した」を含めた回答者ト
ータルの売り上げ増減の割合の平均値を示した図が下図（減少をプラス、増加をマイナスで
図示）である。

事業内容ごとの平均売り上げ減少
90%
80%

80%
70%
60%
50%
50%
37%

40%
30%
20%
20%

17%

15%
10%

10%

5%

5%
0%

0%

0%
-10%
-3%
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0%

2%

0%

サンプル数が少ないので厳密な分析は困難であるが、概ねの傾向は見て取れる。
「ホテル・旅館業」が 8 割程度の減少となっている。ついで「運輸業」が 5 割程度の減
少、
「サービス業」が 37％の減少となっている。なお、
「サービス業」のうち旅行代理店は
約 9 割減少と回答しており、観光産業や「人の移動」に関わる産業が極めて大きな打撃を受
けていることが見て取れる。
一方で、建設業・製造業の売上減少は 5～15％程度にとどまっている。
次に、企業の規模（従業員数）ごとに回答者トータルの売り上げ減少の割合の平均値を示
した図が下図である。

規模（従業員数）ごとの平均売り上げ減少
40%

38%

35%
30%
25%
20%
20%
15%

15%

12%

10%
3%

5%
0%
100人未満

100～299人

300～499人

500～999人

1000人以上

従業員数 100 人未満の小規模な企業が 38％減少と減少率が特に大きい。
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Ｑ２．現在直面している課題（複数回答）

Ｑ２．現在直面している課題
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

売り上げの減少

60.0%
54.5%

資金繰りの悪化

18.2%

事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）

5.5%

雇用の維持が困難

10.9%

労働力の不足

5.5%

休業等による労働力の余剰

16.4%

マスク・消毒液の不足

43.6%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

30.9%

サプライチェーンの毀損などにより原材料等が入手困難

3.6%

国や道の対策を活用したいが手続きが煩雑である・
どこに相談してよいかわからない

9.1%

その他

23.6%

特になし

5.5%

直面している課題としては「売り上げの減少」が 54.5％と最も多い。
「売り上げの減少」がもたらすより深刻な課題としての「資金繰りの悪化」は 18.2％、
「事
業が継続困難」は 5.5％、
「雇用の維持が困難」は 10.9％となっているが、今後の事態の長
期化に伴い、これらより深刻な課題の割合も増えてくることが懸念され、
「事業継続・雇用
継続」に向けた切れ目ない対策が必須である。
労働力との関係で言えば、
「休業等による労働力の余剰」が課題と回答した企業が 16.4％
いたのに対し、
「労働力不足」が 5.5％あった。
新型コロナウイルス感染症の発生前から、人口減少少子高齢化を背景とする労働力不足
が根底にあり、加えて必ずしも今回の調査では把握できなかったが、とりわけ 1 次産業や食
品加工業において、技能実習制度や特定技能制度に基づく外国人の就労が今回の事態によ
り困難になった実態も聞こえてくるところである。
労働力の余剰と不足をうまくマッチングさせる施策が、雇用の維持と北海道経済を支え
る産業の維持の双方の観点から、極めて重要である
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さらに事態発生当初から言われていた課題である「マスク・消毒液の不足」も 43.6％と
高い。
通勤による人の移動と接触を極力抑えるために推奨されている「テレワーク」に関しても
「IT 導入が不十分等によりテレワークが困難」と回答した企業が 30.9％にのぼる。
さらには「その他」の回答の中にも「テレワーク実施職員割合の伸び悩み」や「テレワー
クが困難な業種である」といった課題をあげる企業もあった
「国や道の対策を活用したいが、手続きが煩雑である・どこに相談してよいかわからない」
も 9.1％あった。
このＱ２の「現在直面している課題」の各項目への回答率を企業の規模（従業員数）ごと
に整理したしたのが以下表である。
規模（従業員数）ごとの「現在直面している課題」
100人未満 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上

全体

売り上げの減少

68.4%

46.2%

50.0%

66.7%

38.5%

54.5%

資金繰りの悪化

42.1%

7.7%

0.0%

16.7%

0.0%

18.2%

事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）

15.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.5%

雇用の維持が困難

31.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.9%

5.3%

7.7%

0.0%

16.7%

0.0%

5.5%

休業等による労働力の余剰

26.3%

7.7%

0.0%

16.7%

15.4%

16.4%

マスク・消毒液の不足

36.8%

30.8%

50.0%

66.7%

53.8%

43.6%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

21.1%

46.2%

50.0%

33.3%

23.1%

30.9%

5.3%

15.4%

0.0%

0.0%

15.4%

3.6%

国や道の対策を活用したいが手続きが煩雑である・
どこに相談してよいかわからない

21.1%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

その他

26.3%

23.1%

0.0%

16.7%

30.8%

23.6%

0.0%

23.1%

0.0%

0.0%

0.0%

5.5%

労働力の不足

サプライチェーンの毀損などにより原材料等が入手困難

特になし

Ｑ１で売り上げの減少率が高かった従業員 100 人未満の企業においては当然ここでも、
「売り上げの減少」の回答率が 68.4％と高いが、この項目については、100 人～1000 人以
上の企業であってもそれなりに回答率は高い。
一方で、より深刻な課題についての 100 人未満の企業の回答率は、
「資金繰りの悪化」が
42.1％、
「雇用の維持が困難」が 31.6％、
「事業が継続困難」が 15.8％と、100 人～1000 人
以上の企業と比べて突出して高く、小規模な企業が経営や雇用維持の大きな危機に瀕して
いる実態が浮き彫りになっている。
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また、
「マスク・消毒液の不足」は規模に関わらず、押しなべて回答率が高かったが、
「ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難」は、1000 人以上が 23.1％、100 人未満が
21．1％とやや低く、100 人～999 人の中規模の企業の回答率が高いという特徴があった。
この点については、特に道外に本社所在地を有する大企業等は既にテレワークを実践し
ている企業も多いと考えられる一方で、小規模な企業についてはテレワークを行っている
というよりは、上記の通りより深刻な事態にあるため、ここの項目の回答率が相対的に低か
ったと考えられる。
さらに「国や道の対策を活用したいが手続きが煩雑である・どこに相談してよいかわから
ない」も 100 人未満の企業で 21.1％と他よりも高い回答率となった、
※「その他」回答の記載事項
・今回の借入金の据え置き終了後の返済苦、需要減が見込まれる今後 3 年程度の来客不
安（ホテル旅館業）
・なかなか国や道の助成対象になる要件がない⇒ゆえに手元資金が厳しい（ホテル旅館
業）
・温泉管理組合、観光協会等関連組織の維持困難（ホテル旅館業）
・受注した工事の縮小・延期の可能性（建設業）
・出張、会議、来客の制限等（その他）
・テレワーク実施職員割合の伸び悩み（建設業）
・子会社支援（報道）
・感染者発生時の風評被害防止策（食料品等製造業）
・取引先（法人）
（その他）
・業務用（飲食店・ホテル・旅館等）の減少（食料品等製造業）
・需要減による資源価格の下落（卸売・小売業）
・テレワークが困難な業種である（金融・保険業）
・コロナが終息する時期とその後の市況復活までの期間が見えない(その他)
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Ｑ３．評価できる・期待できる国・道の対策（複数回答）
Ｑ３．評価できる・期待できる国・道の対策
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

実質無利子・無担保・無保証料など各種融資策の拡充

65.5%

売上減少に対する持続化給付金

60.0%

中小企業生産性革命推進事業
（ものづくり・持続化・ＩＴ導入）の特別枠の創設

29.1%

地域企業再起支援事業

29.1%

国税・地方税・社会保険料の１年間の納税猶予

47.3%

令和3年の固定資産税・都市計画税の減免

58.2%

の

雇用調整助成金の特例措置

58.2%

対

国民１人につき10万円の特別定額給付金

国

策

56.4%

マスクの配布、人工呼吸器・マスク等の生産支援

30.9%

アビガンの確保、治療薬・ワクチン等の研究開発

52.7%

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
の創設と自治体への交付

38.2%

国内投資促進事業費補助金などサプライチェーン対策

20.0%

テレワーク導入支援など
デジタルトランスフォーメーションの加速
Ｖ字回復に向けたGo Toキャンペーン
（旅行・飲食・イベント・商店街）

29.1%
29.1%

その他（国）

道

道産品の通販サイトでの割引販売など
「おうちで応援・かって北海道」キャンペーン

対

休業要請先等への支援金

策

3.6%

実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠

の

50.9%
34.5%

49.1%

「北海道短期おしごと情報サイト」の開設
その他（道）

70.0%

23.6%
0.0%

なし

9.1%

今回の国・道の対策は総じて「評価・期待」されているという結果となった。
特に国の対策の中では「実質無利子・無担保・無保証料等各種融資策の拡充」「売上減少
に対する持続化給付金」
「雇用調整助成金の特例措置」といった企業の事業継続・雇用継続
に向けた対策が 6 割前後の回答を集めた。
また、税金関係では、全税目に渡る当面の納税猶予（47.3％）よりも、来年（令和 3 年）
10

の「固定資産税・都市計画税の減免」の方が 58.2％と高いという特徴があった。
さらには国民の生活支援としての「特別定額給付金」も 56.4％と高かったほか、事態終
息への期待から「アビガンの確保、治療薬等の研究開発」にも 52.7％の回答が集まった。
道の対策としては、
「実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠」と「休業要請
先等への支援金」の両者が約 5 割とやはり「企業の事業継続」につながる対策の評価が高か
った。
一方、特徴的な例として、
「評価できる・期待できる対策」を「なし」と回答した企業が、
Ｑ４の「活用している・活用を検討している対策」に複数の対策を選択している事例があっ
た。
「全てないよりよいが、金額・内容ともに不十分。体力のない中小企業は実質廃業して
もしょうがないと言われているようだ」との内容が付記されていた回答もあり、活用はする
が、評価・期待というには不十分であるという企業の切迫した状況が見て取れる。
なお、
「企業の事業継続・雇用継続」に関しては、本調査の実施以降に、国においては「雇
用調整助成金特例措置の上限額の拡大」
、道においては「国の持続化給付金への上乗せ」や
「休業要請先への支援金の上乗せ」の意味も有する「北海道経営持続化臨時特別支援金」の
創設といった施策が進められている。
※「その他(国)」回答の記載事項
・小学校休業等対応助成金（サービス業）

11

Ｑ４．活用している・活用を検討している国・道の対策（複数回答）
Ｑ４．活用している・活用を検討している国・道の対策
0.0%

10.0%

実質無利子・無担保・無保証料など各種融資策の拡充

の

雇用調整助成金の特例措置

対

50.0%

60.0%

3.6%
0.0%

国税・地方税・社会保険料の１年間の納税猶予
令和3年の固定資産税・都市計画税の減免

40.0%

16.4%

中小企業生産性革命推進事業
（ものづくり・持続化・ＩＴ導入）の特別枠の創設

国

30.0%

10.9%

売上減少に対する持続化給付金

地域企業再起支援事業

20.0%

5.5%
7.3%
30.9%

国民１人につき10万円の特別定額給付金

7.3%

策
マスクの配布、人工呼吸器・マスク等の生産支援

0.0%

アビガンの確保、治療薬・ワクチン等の研究開発

0.0%

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
の創設と自治体への交付

0.0%

国内投資促進事業費補助金などサプライチェーン対策

0.0%

テレワーク導入支援など
デジタルトランスフォーメーションの加速
Ｖ字回復に向けたGo Toキャンペーン
（旅行・飲食・イベント・商店街）

3.6%
7.3%

その他（国）

5.5%

実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠

7.3%

道

道産品の通販サイトでの割引販売など
「おうちで応援・かって北海道」キャンペーン

の

休業要請先等への支援金

対

「北海道短期おしごと情報サイト」の開設

0.0%

その他（道）

0.0%

策

1.8%
10.9%

なし

50.9%

最も活用されている（活用が検討されている）対策は「雇用調整助成金の特例措置」で
30.9％となった。
次いで、国の「持続化給付金」が 16.4％、道の「休業要請先等への支援金」が 10.9％、
国・道の融資策が概ね 10％前後であった。
なお、
「その他」の回答にあった「小学校休業等対応助成金」については、
「４.」記載の
ヒアリング調査の結果からも、相当程度活用されていることがわかった。
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※「その他(国)」回答の記載事項
・公共料金の減額を検討（ホテル旅館業）
・小学校休業等対応助成金（サービス業、ホテル旅館業）
次に、このＱ４「活用している・活用を検討している国・道の対策」について、規模（従
業員数）ごとの回答率を示したのが以下表である。
規模（従業員数）ごとの「活用している・活用を検討している国・道の対策」
100人未満 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上

全体

実質無利子・無担保・無保証料など各種融資策の拡充

26.3%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

10.9%

売上減少に対する持続化給付金

31.6%

7.7%

25.0%

16.7%

0.0%

16.4%

中小企業生産性革命推進事業
（ものづくり・持続化・ＩＴ導入）の特別枠の創設

5.3%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

3.6%

地域企業再起支援事業

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

国税・地方税・社会保険料の１年間の納税猶予

10.5%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

5.5%

令和3年の固定資産税・都市計画税の減免

21.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7.3%

雇用調整助成金の特例措置

52.6%

15.4%

25.0%

16.7%

23.1%

30.9%

国民１人につき10万円の特別定額給付金

15.8%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

7.3%

マスクの配布、人工呼吸器・マスク等の生産支援

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

アビガンの確保、治療薬・ワクチン等の研究開発

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
の創設と自治体への交付

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

国内投資促進事業費補助金などサプライチェーン対策

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

テレワーク導入支援など
デジタルトランスフォーメーションの加速

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

7.7%

3.6%

Ｖ字回復に向けたGo Toキャンペーン
（旅行・飲食・イベント・商店街）

5.3%

7.7%

0.0%

16.7%

7.7%

7.3%

その他（国）

10.5%

0.0%

0.0%

0.0%

7.7%

5.5%

実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠

21.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7.3%

5.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.8%

21.1%

7.7%

0.0%

16.7%

0.0%

10.9%

「北海道短期おしごと情報サイト」の開設

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

その他（道）

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

36.8%

61.5%

75.0%

50.0%

53.8%

50.9%

道産品の通販サイトでの割引販売など
「おうちで応援・かって北海道」キャンペーン
休業要請先等への支援金

なし

「雇用調整助成金の特例措置」は 100 人未満で 52.6％と高いが、1000 人以上も含めて、
どの規模の企業でも活用されていることがわかる。
一方で、
「売り上げ減少に対する持続化給付金」は大企業が対象外であることから、1000
人以上は 0％である。
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このＱ４で特筆すべきは「なし」と回答した企業が半数以上にものぼるところである。
「評価できる・期待できる対策」を回答していただいたＱ３とは明らかに傾向が異なって
おり、一般論として相応に評価・期待はできるが、自社で活用できる対策はないと考えてい
る企業が多いことが見て取れる。
100 人未満が「なし」と答えた割合が少ない他は、それほど規模による回答率に違いはな
いものの、上述した持続化給付金など大企業は規模において要件を満たさないことや、売上
の大幅な減少や従業員の休業等に至っていないケースが考えられる。
そこで、そうしたＱ４において「なし」と回答した企業を抽出して、Ｑ１とＱ２の回答を
見てみる。Ｑ１（売り上げ増減）の平均値は「4％の減少」であり、Ｑ２（現在直面してい
る課題）は下図の通りである。

活用する対策が「なし」の企業が直面する課題（Q4 =「なし」の回答者のQ２の回答）
0.0%

10.0%

20.0%

売り上げの減少
0.0%

事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）

0.0%

労働力の不足
休業等による労働力の余剰

50.0%

60.0%

0.0%
3.6%
0.0%

マスク・消毒液の不足

50.0%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

28.6%

サプライチェーンの毀損などにより原材料等が入手困難
国や道の対策を活用したいが手続きが煩雑である・
どこに相談してよいかわからない

40.0%

28.6%

資金繰りの悪化

雇用の維持が困難

30.0%

7.1%
0.0%

その他

25.0%

特になし

10.7%

活用する対策が「なし」と回答した企業は、売り上げの減少を相応に課題とは認識してい
るものの、実際の減少率は比較的軽微であり、「資金繰りの悪化」
「事業が継続困難」「雇用
の維持が困難」が現時点では課題になっていないことがわかる。
逆説的に言えば、
「中小企業の事業継続や雇用継続」に主眼を置いた今回の国・道の対策
は、十分かどうかは別として、支援が必要な企業で活用されているということになる。
一方で、活用する対策が「なし」と回答した企業については、「マスク・消毒液の不足
（50.0％）
」に加えて、
「ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難（28.6％）
」に課題を
感じており、新型コロナウイルスに限らず、今後の感染症リスクや様々な災害リスクに対し
強靭化を図るためにも、テレワーク導入などを加速していくことが必要と思料される。
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Ｑ５．今後さらに国に求めたい対策（自由記述）
国に求めたい対策について、いただいた意見をいくつかに分類し整理した。
（１）事業継続・雇用継続への支援
「事業継続・雇用継続への支援」の中では、雇用調整助成金に関する意見が最も多かった。
Ｑ４で見た通り、実際に最も活用されている施策であることからも、
「特例措置の継続・拡
充・手続きの簡素化」等が求められる。
また、
「持続化給付金の継続・拡充」
、
「各種融資制度の拡充」、
「税・公共料金の負担軽減」
に関する意見もあった。
その他、
「手続きの簡素化」や「家賃負担支援」に関する意見があった。
これらの意見のうち、
「雇用調整助成金特例措置の上限額の引き上げ」や「家賃負担支援」
については、今般、国において、追加の経済対策に盛り込まれる方向で進められている。
①雇用調整助成金特例措置の継続・拡充・手続きの簡素化
・雇用を守るための補助施策（情報通信業）
・雇用調整助成金の期間延長（報道）
・緊急特定地域特別雇用調整助成金の期間延長（ホテル旅館業）
・雇用維持のための施策拡充、休業以外の収入補てんの必要（ホテル旅館業）
・休業補償金の拡大（建設業）
・5～9 月までの期間限定営業（実態は準備 4 月～撤収 10 月の７か月）のため、助成金の
対象外となってしまう。特例で支給してほしい
・雇用調整助成金の振り込みに時間がかかりすぎる。3 月 20 日までの休業分が 5 月 11 日
現在実行されていない。少なくとも、3 ヶ月分を自力で支給しなければならず、これで
は助成にならない（ホテル旅館業）

・既に報道されている雇用調整助成金の上限額（１日あたり）の大幅な引き上げ（報
道）
②持続化給付金の継続・拡充
・持続化給付金の拡充と国民 1 人に 10 万円の特別定額給付金については今後の状況によ
り影響の度合いを考慮しつつ再度の給付をお願いしたい（ホテル旅館業）
・売上減少に対する中小企業、個人経営者への給付金の拡充（食料品等製造業）
・中小企業にとって来月（日々）の現金（賃金）をどうするか！と悩む企業が多数なので、
貸付（無金利）も助かるが、給付金の継続も検討してほしい（ホテル旅館業）
・各種給付金の拡充（建設業）

・持続化給付金の要件（売上基準）緩和（報道）
・１回のみの支給では「焼け石に水」。事業を維持していくためには追加支給についても
至急検討してほしい（ホテル旅館業）
③各種融資制度の拡充
・短期的な融資施策の拡充と長期的な金融施策（数年後に返済苦での倒産が非常に増え
ると思う）（ホテル旅館業）
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・無担保、無利子融資枠の拡大と返済猶予期間の延長（ホテル旅館業）
・実質借金なので見通しが立たない現状で安易に使うことには抵抗がある（ホテル旅館
業）
④税・公共料金等の負担軽減
・納税猶予や減免の拡充（建設業）
・企業の投資が冷え込まないように補助金や減税等の支援を充実させていただきたい（情
報通信業）
・キャッシュレス還元の継続による消費税減税の継続（ホテル旅館業）
・公共料金の減額（補助）も検討願う。水・電気・燃料がないと生命にかかってくるので
（ホテル旅館業）
⑤その他
・失業や廃業を食い止める迅速な支援・対策（その他製造業）
・中小企業の事業継続支援策（建設業）
・個人事業主・中小零細企業の破綻を防ぐ支援事業のより一層の拡充（サービス業）
・簡略的な給付対応等の手続き（建設業）
・活用に至ったことを想定した場合、急を要するケースが大半であることから、最低限の
エビデンス等により、申請の簡素化を切に要望し、振り込みまでの期間の短縮を要望し
ます（食料品等製造業）
・家賃負担補償の拡充（賃貸人・賃借人双方への補償等財政・税制支援）（不動産業）
（２）ワクチン・治療薬の開発、医療・検査体制の強化
「ワクチン・治療薬の開発」や「医療・検査体制の強化」を求める声も多数にのぼった。
・ワクチン、治療薬の開発を急ぐこと（安全性の確認も含めて）（化学工業）
・早期のワクチン及び治療薬の開発・認可⇒伴うワクチン接種や治療の助成（ホテル旅館
業）
・医療体制の充実とＰＣＲ検査拡充（卸売・小売業）
・特効薬、ワクチン開発への国費投入（ホテル旅館業）
・ＰＣＲ検査を大幅に増やす（建設業）
・ワクチンの早急な開発（建設業）
・治療薬・ワクチン等の研究開発の支援。医療体制、ＰＣＲ検査の拡充の促進（その他）
・アビガン、レムデシビルの数量確保（不動産業）
・治療薬・ワクチンの早急な開発・実用化（その他製造業）
・医療機関、介護施設に対する支援（人員・物資）の強化（機械製造業）
・特効薬やワクチンの早期開発と自治体等への充分な配備（情報通信業）
・治療薬・ワクチンのさらなる早期治験・活用（建設業）
・ワクチンの早期開発（不動産業）
・治療薬・ワクチン等の更なる研究開発支援（サービス業）
・ワクチン・治療薬の早期開発（報道）
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・治療薬・ワクチンの早急な開発（食料品等製造業）
・治療薬・ワクチン等の研究開発支援（卸売・小売業）
・治療薬の早期確立を（情報通信業）
・ワクチン等の早期開発（その他）
・長期化を見据えた医療体制、医療従事者への支援強化、資機材の充実（情報通信業）
・新たな感染症も念頭に置いた体制整備充実（事象発生から対策実行のシステム化）（情
報通信業）
・マスク・人工呼吸器・治療薬・ワクチンなど、医療資源のストックづくりで感染への不
安の解消（建設業）
・人工呼吸器・マスク等の更なる生産支援、輸入量増（サービス業）
・マスク等の中小企業・医療機関・介護施設への優先配備（サービス業）
・マスクの供給について現状改善されていない（卸売・小売業）
・国は以下の諸点を都道府県に委任するのではなく、国がなすべき経済や保健行政の重
要政策として実行すべき。
①保健行政職員の拡充。②病院機能・役割分担の明定及び感染防護具の備蓄・配布。③
休業要請・指示及び収容発動時の補償。④感染リスク回避のためサービス提供を拒否す
る傾向が強まっていることを踏まえ、医療従事者が宿泊施設を利用する際のリネン提
供・清掃・医療廃棄物事業者の確保。（ホテル旅館業）
・早期に誰もが希望すれば、ＰＣＲ検査が出来る体制と医療崩壊ならない体制です。（サ
ービス業）
（３）合理的な自粛要請と自粛解除、経済活動との両立、終息後の活性化支援
「自粛要請と自粛解除」に関し、合理的な根拠を望む声が数件あった他、経済活動との両
立、経済活動の再開や GoTo キャンペーン等終息後の対策に期待する意見があった。
①自粛要請と自粛解除に対する意見
・科学的根拠に基づく規制の合理性を明らかにし、現状を開示して納得のいく自粛体制
の構築（ホテル旅館業）
・制限をしない自粛～根拠のない解除と論理的でない制限と解除は問題。企業・業種によ
りダメージのスピード・時期が違う。そのあたりも検討が必要（サービス業）
・医療体制の拡充による自粛の解除（ホテル旅館業）
②経済活動との両立に関する意見
・中止・自粛もやむを得ないが、必要な対策を行った上での経済活動の継続に注力してい
ただきたい（建設業）
・経済活動の再開（不動産業）
③終息後の GoTo キャンペーン等
・GoTo キャンペーンの早期開始（例：収束した地域から開始する）（サービス業）
・GoTo キャンペーン第２弾・第３弾（建設業）
・コロナ禍 終息後の活性化支援策（運輸業）
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（４）IT の導入、テレワークの推進
・ＩT 導入に係る助成金・補助金の申請についての予算規模の拡充・期間延長及び中小企
業向けの柔軟な対応（書類や事務手続きの煩雑さの改善）（建設業）
・ＩＴ化政策加速（不動産業）
・テレワーク導入推進施策を収束後も強化すべき（情報通信業）
（５）その他
・公共事業の円滑な推進（サービス業）
・感染者発生時の風評被害防止の対策（食料品等製造業）
・感染症拡大による大型イベント中止に対する補償拡充（報道）
・当面は変化する状況に応じて迅速に対策立案、運用してほしい（情報通信業）
・対策について迅速な実行に結びつけてほしい（その他製造業）
・サプライチェーンの確保：各社減産により副産品減少→副産品を原料とする製品の生
産量減少→顧客への製品供給が不足している。本州等からの運搬規制の緩和を求めた
い（高圧ガス保安法）（電気・ガス業）
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Ｑ６．今後さらに道に求めたい対策（自由記述）
道に求めたい対策について、いただいた意見をいくつかに分類し整理した。
（１）事業継続・雇用継続への支援
「事業継続・雇用継続への支援」としては、融資枠の拡大、窓口の集約化、道税の免除な
どの意見があった。
・国の施策に対する上乗せや補てん的役割（ホテル旅館業）
・貸出枠の拡大（ホテル旅館業）
・融資を早い段階で受けたが、6 月以降も原状回復が見込めない状況になり、追加融資
枠がなければ事業の継続が困難になる（ホテル旅館業）
・実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠の継続・拡大による中小企業支援（卸
売・小売業）
・中小企業の事業継続支援策（建設業）
・北海道の基幹産業の１つといえる観光はインバウンドも含めて当面、回復が見込めな
い。こうした需要減に対応する各種救済策、事業継続の支援策を積極的に打ち出してほ
しい。（報道）
・支援制度の拡充（建設業）
・個人事業主・中小零細企業の破綻を防ぐ支援事業のより一層の拡充（サービス業）
・道内の自治体によって補助面での違いがありすぎる（ホテル旅館業）
・支援、助成を受けたい場合の手続き窓口の集約化（運輸業）
・減税、入湯税免除（ホテル旅館業）
・道税の免除（ホテル旅館業）
（２）休業要請先等に対する支援金の簡素化・拡充
道で行っている「休業要請先等に関する支援金」については、手続きの簡素化や早期支給
を望む意見のほか、休業期間に応じた継続的な支援の意見があった。
なお、道においては、石狩管内の施設への休業要請を 5 月 31 日まで延長することなどに
伴い、新たな支援金の仕組み（北海道経営持続化臨時特別支援金：札幌市とあわせて 10 万
円）を作っている。
・休業要請先への支援金については、国や町給付金と比較して申し込みの要件が多いの
で申請しづらい（ホテル旅館業）
・休業支援金手続きの簡略化と早期支給（建設業）
・休業要請先等に対する支援金の増額を要望します。休業要請先は疲弊しきっており、特
に観光は末期的症状に陥っていることから影響の長期化を考えた場合、現状の支援金
では持たない。（食料品等製造業）
・休業をお願いするのであれば、休業期間の全額補償をするべきである（建設業）
・休業要請先への継続的支援（一時金だけでなく、要請・休業期間に応じた経済支援）
（情
報通信業）
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（３）道内需要の喚起と労働力のマッチング
既に道でも関連する取り組みをスタートしているが、道産品の販売促進など道内需要
の喚起、労働力不足の企業と休業者のいる企業の労働力のマッチングなど、北海道全体
で経済や産業を下支えすることに関連する意見があった。
・観光や宿泊・飲食業などの産業の悪化から地域経済全体が冷え込まないように経済支
援や消費喚起などで景気を下支えしていただきたい（情報通信業）
・道産品の販売に対するさらなるアピール・拡充（建設業）
・「おうちで応援・かって北海道」の通販サイトをもっと面白く、多くの人が訪れるよう
に工夫してほしい。各商工会議所と連携して、各都市の商店街や観光地等を巡ることが
できる仮想モールやバーチャル空間を作る。観光地では民芸品なども買える。
技術的には素人ですが、実際にその地を散歩しているような空間がネットでできたら
最高ですね（その他製造業）
・夏の甲子園やインターハイなども中止になり、暗い話題が多いですが、E スポーツの全
国大会（子供も大人も参加可能な大会）などを他県に先駆け北海道で開催してほしい
（その他製造業）
・雇用を守るための補助施策（情報通信業）
・内定取り消し等になってしまった方と採用強化を図る中小企業とのマッチング等雇用
面の施策の拡充（建設業）
・北海道短期おしごと情報サイトなど求人と求職のマッチングの推進（建設業）

（４）医療・検査体制の強化
国に対してと同様、道に対しても「医療・検査体制の強化」を求める意見が多く寄せ
られた。
・医療、介護事業の現場に対する集中的な支援実施（不動産業）
・抗体検査の実施による現状把握を進め、１日も早い緊急事態宣言の緩和（ホテル旅館
業）
・ＰＣＲ検査対応の拡充（不動産業）
・医療崩壊を起こさないための医療現場支援とクラスター壊滅（その他製造業）
・災害対策を含め少しでも貢献できるようお願いします（例：医療現場用のハウスとかＰＣＲ
検査用ハウスなどできる範囲ですが進めたい）（サービス業）
・早期に誰もが希望すれば、ＰＣＲ検査が出来る体制と医療崩壊にならない体制です（サービ
ス業）

・長期化を見据えた医療体制、医療従事者への支援強化、資機材の充実（情報通信業）
・新たな感染症も念頭に置いた体制整備充実（事象発生から対策実行のシステム化）（情
報通信業）
・感染有無のチェック体制強化（電気・ガス業）
・医療体制の整備（その他）
・医療従事者、介護士に対する住民税の減免（将来も）。医療関連学生、介護士を目指す
学生の奨学金制度の更なる充実（道内就職者・・・無金利、返済の免除や減額）（その
他製造業）
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（５）合理的かつきめ細かな自粛要請と自粛解除、経済活動との両立、終息後の活性化支援
自粛要請と自粛解除に関しては、Ｑ５の国に求める対策にあった合理的根拠が必要とい
う意見に加えて、現状の道内各地域の感染状況の違いに応じて、地域を分けてきめ細かく対
応すべきという意見が目立った。
・感染の封じ込みは前提であるが、感染地域と鎮静化地域を区分けして徐々に解除して
ほしい（全道一律では疲弊がさらに増す）（卸売・小売業）
・自粛地域の細分化（ホテル旅館業）
・自粛要請となる数値基準の明確化（食料品等製造業）
・北海道（札幌）が現状コビット 19 の感染が他府県より拡大（クラスター）しているの
で、かなり大胆な規制強化（特に札幌）をすべきでは（ホテル旅館業）
・解除対象地域の明確化（道内一律ではなく、自治体あるいは振興局単位にする等）（情
報通信業）
・制限をしない自粛～根拠のない解除と論理的でない制限と解除は問題。企業・業種によりダ
メージのスピード・時期が違う。そのあたりも検討が必要（サービス業）

・非感染者の活動抑制解除（電力・ガス業）
・中止・自粛もやむを得ないが、必要な対策を行った上での経済活動の継続に注力してい
ただきたい（建設業）
・学校における感染拡大防止策の徹底と早期再開（不動産業）
・経済活動の再開（不動産業）
・収束に向かった場合の２次完全拡大の継続的防止策の啓発（その他）
・道民が道内に宿泊（旅行）することを促進する独自の施策等の実施（サービス業）
・GoTo キャンペーン第２弾・第３弾（建設業）

・北海道独自の観光需要喚起策（サービス業）
・旅行券発行や飲食店などへの各種イベントの補助（サービス業）

（６）その他
・市町村単位でお金に困っている人に無利子での貸付けを自由に行くようにする（ある
程度普通の生活を営めるように）（化学工業）

・外需に頼らない産業構造の創造（建設業）
・公共事業の円滑な推進（サービス業）
・感染者発生時の風評被害防止の対策（食料品等製造業）
・感染拡大による大型イベント中止に対する補償拡充（報道）
・当面は変化する状況に応じて迅速に対策立案、運用してほしい（情報通信業）
・テレワーク導入推進施策を収束後も強化すべき（情報通信業）

21

Ｑ７．道経連の取り組みとして期待する内容やアイディア（自由記述）
道経連の取り組みとして期待する内容やアイディアに関する意見を以下に整理した。
（１）道産品の販売促進、国内・道内需要の喚起
道産品の販売促進や国内・道内需要の喚起に関する意見を多くいただいた。
・道による対策にもあるが、コロナで影響を受けている道産品の全国への売り込みを大々
的に展開してはどうか（卸売・小売業）
・異業種交流会等で培ったノウハウを生かし、互いの結びつきをより強靭なものにし、道
産品の取扱を異業種にもお願いし、売り上げに協力する体制づくりをする（食料品等製
造業）
・コロナによりオンライン購買の市場が拡大している。道内の食資源はこうした新たな
市場に積極的にアプローチすべき。そのためのサイト運用や出展者確保、広報などの分
野で道が多面的に機能してほしい（報道）
・道産品の地産地消促進（サービス業）
・自宅内外での消費を後押しする取り組み（報道）
・北海道の基幹産業の一つである観光が完全にストップしています。収束・終息後も回復
には時間を要することが想定されるため、早期回復に向けた起爆的施策、取り組みを期
待します。
・海外需要に依存せず国内需要を高めるようにしてほしい。中国に依存した結果がコロ
ナ禍である（化学工業）
・道の基幹産業の一次産業・食・観光分野を支える中小企業の支援を中心とした施策を企
画・実行を期待したい（卸売・小売業）
・道産品のネット販売の強化、タクシーでのフードデリバリー、接触機会を減らすための
キャッシュレス化の推進など（情報通信業）
（２）会員への情報提供・会員間の情報共有
(1)にも関連し、会員への情報提供や会員間の情報共有への意見や提案があった。
・各種の情報提供（運輸業）
・会員企業が保有する施設・設備を利活用した新規事業のマッチング、コーディネート
（ホテル旅館業）
・他で取り組んでいる（新しいアイディア・実践）情報をＴＶニュースだけでなく、道庁
（ホームページ）、各地方自治体（ホームページ）にリンクして、情報発信していただき
たい（ホテル旅館業）
・会員企業間で情報共有できる仕組みの構築（掲示板への支援できることや困りごとの
投稿など）（情報通信業）
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（３）その他

その他、国や道へ要望してほしい内容や道等と連携して取り組んでほしい内容、テレワ
ーク等に関する意見などがあった。
・キャッシュレス還元の継続要望（ホテル旅館業）
・ＮＨＫ受信料や企業負担金の免除、入湯税免除など固定費の減免（ホテル旅館業）
・全ての経済活動、国民生活の年度を２年かけて 2020 年度とし、全てに猶予期間を設け
る（ホテル旅館業）
・科学的根拠不明の無謀な自粛にならないよう、新医療体制の構築や合理的自粛を実現
して頂かないと、今般のような「移動は悪」の自粛が続けばどんな支援があっても当方
のような観光産業は壊滅します。ダイオキシン騒ぎで家庭の焚火もダメ、焼き鳥で死ぬ
等々の集団ヒステリーに酷似（ホテル旅館業）
・更に北海道の経済が落ち込まないように行政に働きかけて下さい（建設業）
・感染症収束後の強力な経済対策の推進（国土強靭化対策の継続は必須）（建設業）
・弊社は、北海道では主に食品製造業に派遣・請負の仕事に従事しています。
昨今のコロナウイルスで食品の買い控えで生産減は否めないところで、人材確保など
も含め大変苦労しています。更に、大きく捉えれば北海道の主産業である食品製造業全
体では大きな影響があると他社とも認識共有しています。
ぜひ、そのＶ字回復の為にも、コロナウイルス終息後は、各社が差別なく無料で参加出
来る色々なイベントを道主催で道内・道外で開催して頂きたく思います。
特に、昨今の諸事情を共有している、派遣・請負先の顧客と一体感が持てる様に共同参
加を希望します。（サービス業）
・ふっこう割の様な旅行券を発行してほしいが、前回の北海道での震災の様に一部の有
名観光地（札幌）に旅行客が集中したり、旅行会社が総取りしたりする事はできるだけ
避けてほしい。地方は恩恵ありません（ホテル旅館業）
・一極集中ではないバランスのとれた観光誘致（その他）
・三密を作らない新しい社会づくり（例：通勤・通学に自転車等を活用しやすい社会、
リモートの業務・学習環境整備）（建設業）
・テレワークの IT インフラ整備により、都心中心の勤務形態を改め、地方分散の職場環
境を整備して地方の活性化をはかる（電気・ガス業）
・収束後の観光需要喚起策として、北海道の自然の中で安心してテレワークする新しい
スタイルを発信（情報通信業）
・労働力不足の業界と需要減で帰休や解雇が発生する労働力の橋渡し（情報通信業）
・北大とエナジック社が「次塩素酸水」に新型コロナウイルスの感染性を失わせる効果が
あることを実証。
帯広畜大の研究グループがウイルス抗体を迅速に検出できる検査装置を開発。
道内の大学でも、多くのコロナ対策に結びつく研究を行っています。
道内の企業や行政が連携、支援を行い、実績を残すことで、より安心・安全な北海道の
イメージを作るチャンスであると考えます。
来年の五輪マラソンに向けて、更にはインバウンドの復活に向けて、現在の逆境を活か
した地域になることが北海道には不可欠な戦略と考えます。
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その結果、スタートアップ企業の輩出などにも結びつけば更によいと考えます。
道経連さんは是非、先導に立って推進していただきたい（その他製造業）
・感染症は次の 10 年も 20 年も地球に生物が存在する限りいつ起きるかわからないので、
防止対策グッズなどを置くセンターを設置とか対応を進めてほしいと思います。
（サー
ビス業）
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４．ヒアリング調査の結果
アンケート調査の補足として、アンケート未回答の会員企業を中心に 59 者からヒアリン
グ調査を行った。また、あわせて IT 化やテレワークに関連し、遠隔授業について、当会会
員でもある大学を中心に、大学等関係教育機関（7 者）からもヒアリングを実施した。
合計 66 者の「ナマの声」は次頁以降に全て引用するが、大きくまとめると以下の通りで
ある。
○アンケート調査での結果と同様、ホテル旅館業や「人流」に関わる運輸業に売り上げ減少
等大きな影響が出ている。さらに「外食・外出や土産物等の減少」に関連する卸売・小売
業や食料品等製造業、「イベントやチラシの減少」に関連する紙等の卸売・小売業、「病
院への外来患者の減少」に関連する化学工業など、影響は幅広い業種に及んでいる。
○一方で、食料品以外の製造業、建設業、不動産業等には現時点で大きな影響が出ていない
が、製造業の一部には部品調達が困難という課題があった。
また、建設業からは、国等の今回の新型コロナウイルス対策の予算の反動として、この先
の公共工事等の予算が削減されるのではないかという懸念や、不動産業については、モデ
ルルーム等の客足の激減による先々への影響など、現時点で大きな影響がないとの話を
いただいた多くの企業から先行きへの不安感が示されていた。
○国や道の対策の活用については、アンケート調査でも活用しているとの答えが最も多か
った「雇用調整助成金の特例措置」と並んで、「小学校休業等対応助成金」を活用してい
るという答えが多かった。
「持続化給付金」や道の「休業要請先等への支援金」等を含め、
使える制度は全て活用するとの企業も複数あったが、売り上げの減少を補てんするには
至らないとのことであった。
○国や道に求めるものとしては、アンケート調査でも意見が出ていた「雇用調整助成金の手
続きの簡素化」を望む声が多く、道経連に対しては、道内需要喚起に期待する声やアイデ
ィア等をいただいた。
○テレワークについては、製造・配送など、そもそもテレワークになじまない業種や部門で
は実施されていない。それ以外の業種・部門での実施状況は企業によって様々であり、
「セキュリティ対応や IT 機器の社給によりほぼ完全な形でのテレワークの実施をしてい
る企業」「IT 機器は社給しているが、セキュリティの関係から部分的なテレワークにと
どまっている企業」「テレワークというより、事実上、自宅待機に近い在宅勤務にとどま
っている企業」「テレワークや在宅勤務を全く実施していない企業」に分かれる。
また、「テレワークを導入している企業」の中にも、オリンピック対応や BCP の観点から
従前から導入・準備していた企業と、今回の新型コロナウイルスへの対応を契機に導入し
た企業と双方があった。
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○大学等の遠隔授業については、既にスタートしているが、学生側の通信環境や機器に課題
が多いという意見が目立ったほか、一部には大学が立地する地域の通信環境に問題があ
るという意見もあった。
【企業等からのヒアリング】
・カンパニー制をひいており、ビジネスホテル事業等には大きな影響がある。ただ、全体
の一部なので、売り上げ減少は５割とかそこまでは行っていない。
・国の対策の中では雇用調整助成金の休業補償を活用する予定。幸い資金繰りには余裕
がある。（サービス業）
・公共事業の建設コンサルタント事業が主だが、ほとんど影響はない。コロナ対策で国の
開発予算が減れば別だが、今のところそうなっていない。打ち合わせが Web 会議にな
ったという変化はあるし、大手の建設会社等の実際の建設現場では、密になりがちな大
規模なハコモノで工事中止に至ったといった話は聞く。
・テレワークによる在宅勤務や支店のある札幌との往来禁止といった対応はしている。
ノートパソコンを家に持ち込んで家でできる作業はやってもらっている。IT 関係の事
業も手掛けているが、セキュリティの関係から完全なテレワークではなく、会社のシス
テムにアクセスすることは禁止している。必要なデータはノートパソコンに落として
やり取りしている。（サービス業）
・会社の事業自体に影響はない。ただ、関係先である酪農業で給食がなくなったことによ
り乳量の調整に苦労しているとか、お菓子屋さんで売り上げが激減しているという話
は聞くので、今後、その影響がどう出てくるか心配はしている。
・在宅勤務・テレワークは特段やっていないが、全道の事業所との打ち合わせを TV 会議
でやるといったことはしている。
・国・道の対策は特段活用していない。（機械製造業）
・全国に事業所があるが、メンテナンスに関する売り上げはある程度あるが、それほどコ
ロナの影響がない地域も含めて、販売の売り上げは下がっている。
・在宅勤務を半々くらいでやっているが、リモート化の遅れから、テレワークとしては機
能していない。会社のパソコンもノートではなくデスクトップ。整備の必要性は感じる
が、今回の件でますますそこに費用をかける余裕がなくなった。
・国の対策の関係では、保育園の休園による休業に伴う助成金は活用。６月以降、工場を
休業することも検討しており、そうなると雇用調整助成金も使うことになる。
（機械製造業）
・今のところ、売り上げに影響はない。ただ、企業での健康診断等が中止になっていくと
いう話も聞こえており、今後、製品（バリウム）の売り上げ減少が懸念される。
・本州にある本社は在宅勤務をしているが、北海道の事業所は工場なので通常通りの勤
務。
・国の対策では、小学校の休業に伴う助成金を申請予定。（化学工業）
・売り上げ等への影響はほとんどない。
・８割削減の目標に基づき、社員の８割をテレワークさせている。ノートパソコン等、そ
のための機材は整っている。
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・今のところ、活用を検討している国・道の対策はない。（サービス業）
・東京オリンピックへの対応の関係で数年前からテレワークに対応可能な準備を進めて
きた。実際には、全員にノートパソコンを導入している。今回は 5 月頭から火曜日・木
曜日を全社一斉のテレワークとして実施しているが、特段の問題もなく対応できてい
る。
・今後、道経連のアンケートにはご協力する。（情報通信業）
・売り上げへの影響はない。
・製造部門は従来通りシフト制の勤務だが、事務所等の管理部門は時差出勤にしている。
・活用を検討している国・道の対策は特にない。（化学工業）
・売り上げへの影響はない。
・テレワークは特段の問題なく導入している。
・国の対策のうち、小学校休業等対応助成金を活用予定。（サービス業）
・売り上げへの影響は少なからずある。
・テレワークは導入できておらず、消毒等の一般的な対応にとどまっている。テレワーク
が困難な理由は、人数的な問題と IT 機器等の導入が不十分であること。
・国等の対策は以前に一度問い合わせたことがあるが、条件等が合わずに諦めた経緯あ
り。（サービス業）
・多大なる厳しい影響を受けている。本社機能については部分的に社員を休業させなが
ら業務にあたっているが、直営のショップについては、休業しているホテルについて
は、当然休ませるしかないが、空港や一部営業しているホテルの販売所については、必
要最低限の人員数でかつ時短営業を余儀なくされている。
・従業員に対しては、100％休業手当を支払っている。現在、審議されている上限額の 1.5
万円への増額や特例措置期間の 9 月までの延長、手続きの簡素化はできるだけ早く、
分かりやすく進めてほしい。→道経連からも情報提供をお願いしたい。
・緊急事態宣言解除後も当然ながら国外の観光客は見込めず、国内客についても何時頃
から動き出すか分からない状況なので、今後とも事業継続、雇用継続のための支援策を
願うばかりである。（卸売・小売業）
・本社については、全社を 2 つに分けて１日ごとに交替で出勤（時差勤務）と在宅勤務と
している。江別工場は通常操業している。工場については、通常通り休業もなく稼働さ
せている。従って社内の運営については何ら影響を受けていない状況。
・しかしながら、今後、現場が予定通り動かなければ売上に影響が出ることが懸念される
ので、業界全体が早期に通常通りの状況に戻ることを願っている。（金属製造業）
・4/18～5/末の予定で全面休業中。出勤の場合も午前または午後で区切り、必要最低限の
体制で行っている。出勤させてない従業員は、休業ではなく、100%の休業手当を支給
し、呼び出しがあればいつでも出社できる準備をしていただいている。
・よって、従業員の雇用を維持するにあたり、雇用調整助成金を申請する準備を進めてい
ることもあり、申請手続きの簡素化、上限額の増額、特例措置の適用期間の延長などの
情報については、日々注視しており、道経連にもタイムリーな情報提供および国へのよ
り一層の働きかけをお願いしたい。（サービス業）
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・すすきのの飲食店が主な取引先であり、売り上げへの影響は大きい。４月は７割減、５
月は７割を超える減少になりそう。
・社員を一部休業させており、それに伴う雇用調整助成金を活用する。また、固定資産税
の減免も活用する予定。
・飲食店や取引先のホテルの観光業にも大きな影響が出ており、早く救済をお願いした
い。（卸売・小売業）
・イベントの中止や新聞広告等でのチラシ配布の中止に伴い、売り上げへの影響が大き
い。４月でいうと前年同月の３割減程度。
・配送の関係等があるので、在宅勤務やテレワークはできない。
・国・道の対策の関係では、融資関係は活用している。（卸売・小売業）
・病院が取引先であり、外来・入院のうち、外来患者がかなり減っている。それに伴い売
り上げは約１割減。
・営業・管理・製造・研究開発と部門はあるが、営業・管理の部門はテレワークを実施。
一部機器の不備等はあったが、連休前に手当してリモート会議ができるくらいにはし
た。
・国の制度では、工場のパートさんにお子さんを持つ方が多くおり、小学校休業等助成金
は活用している。（化学工業）
・売り上げは大幅に減少。
・休業を２割、その他、可能な職場は出勤５割減ということで、休業や在宅勤務にしてい
る。ただし、職場同士の Web 会議はやっているものの、在宅勤務ではセキュリティの問
題からテレワークというところまでは行っていない。
・国の対策では雇用調整助成金を活用している。５月の頭に申請したが、担当者の話だと
朝５時にいってももっと早く並んでいる人がいたとのこと。窓口が相当混雑している。
（運輸業）
・店舗は４月半ばから休業であり、４月の売り上げは７割減。
・店舗の従業員を休業させているほか、可能な範囲でテレワークはさせているが、できる
者は限られている。
・国や自治体の制度は、使えるものはあらゆるものを使っている。持続化給付金や道の休
業支援金、他県でも類似の制度があれば使っている。雇用調整助成金も申請するつもり
で準備を進めている。使えるものは使うが、売り上げの減少を補うには全く足りていな
い。（サービス業）
・現時点では売り上げに影響はないが、受注面ではインバウンドがいなくなったことに
伴い、ホテルの建設等が中止になっており、この先に影響が考えられる。公共工事もコ
ロナ対策にこれだけ予算がとられると、削減されていくことを懸念している。
・道外の事業所ではテレワークしているところもあるが、道内では製造が主であり、テレ
ワークになじまない。
・国・道の対策は今のところ活用を考えていない。（金属製造業）
・本社の営業部門以外は、コロナウイルスの影響はほぼ受けていない状況で、現状では何
も問題は発生していない。
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・会議については、札幌本社と東京支店との関係で、数年前から Web 会議を導入してお
り、それが今回の一連の動きの中で有効に機能したると認識している。
・学校休校への対応として、新たに小学生のお子さんを持たれる方向けに特別休暇制度
を導入した。（その他製造業）
・従業員は、現在、概ね通常の所定内に加えて２割増しの賃金（休業手当）を支払い、自
宅にて休業していただいている。➡待機ではなく一時帰休。
・休業中の従業員の副業や出向は健康管理上の理由から一切認めていない（約 600 名が
休業対象）。
・今後、懸念しているのは、休業中のホテルのテナントの賃料補償の問題があり、国・道
からの助成金や補助金の支給と手続きの簡素化を強く求めたい。（ホテル旅館業）
・営業部門については、各イベントを含めて大幅に計画が変更（縮小）になっている。
・営業活動以外については、テレワーク（全社員ノート PC 導入）、サテライト勤務、時
差勤務、現場直行直帰を積極的に採用、併せて、休暇取得の促進を行っている。
・Web 面接は、当初考えていたより順調に進んでおり、採用決定まで直接会わないプロセ
スである。（建設業）
・売り上げは深刻なダウンというわけではないが、先行きが不透明であり心配している。
・可能な者には時差出勤や在宅勤務をさせているが、在宅勤務をテレワークとして機能
させるにはインフラが整っていない。
・国・道の対策の中では、小学校休業等対応助成金を活用。（卸売・小売業）
・今のところはそれほどの影響は出ていないが、７月まで軒並みセミナーを中止にせざ
るをえず、それが今後、販売に影響してくることを懸念している。
・テレワークや時差出勤は可能な限りやっており、営業部門はテレワークをしているが、
受注部門はお客さんが高齢者が多いので、ネットで受注というわけにはいかず出社し
て対応している。
・国・道の対策は今のところ活用していないが、今後の影響によっては活用を検討してい
かなければならない。影響期間が長期になることを心配しており、長引けば失業も増え
る。（卸売・小売業）
・売り上げは落ちているが、コロナの影響かどうかは明確ではない。部品は今のところ問
題ないが、今後どうなっていくかは懸念。現場が遅れ気味だったり、受注が落ちてい
る。本州方面の取引先と打ち合わせもできない等。全体として、経済の落ち込みからく
る先行きが不安。
・連休の合間に有給休暇の推奨はしたが、製造業なのでテレワーク等は難しい。
・国の制度では 3000 万の実質無利子融資枠は活用している。
・道経連とは機械工業会等の枠組みでまた協議させてほしい。
（機械製造業）
・今のところ影響はないが、顧問先に影響があれば、今後顧問料の引き下げ等が懸念さ
れ、売り上げが大きく下がれば国の制度の活用等も考えていかなければならない。
・少人数の職場であり、テレワーク等は実施していない。（サービス業）
・売り上げに大きな影響はないが、中国から部品関係が入ってこないという問題。それと
客先での対応でマスク等の対策を行っているといった影響はある。
29

・製造業なので、テレワークはやっていないが、小学校の子供を抱えるパートさんに特別
休暇を付与したり、それに伴う国の助成金は活用。それ以外の国の制度は、例えば融資
も、たまたま前年度比で売り上げが落ちているので、使えないことはないのだが、借金
をするのもどうかということで使っていない。（金属製造業）
・本社スタッフ部門に関しては、時差勤務およびテレワークを導入しているが、現時点で
は特段の影響を受けていない。ただし、現場業務については、施設や学校自体が休業・
休校となっている場合があるため、その担当については、６割の休業手当を支給し休ん
でいただいている。
・現時点では前年 5%減と言う状況までは落ち込んでいないため、雇用調整助成金の受給
申請を行うには至っていない。しかしながら、今後もこの状況が続けば、雇用調整助成
金を申請しなければならない状況も考えられる。現在、手続きを調査中であるが、申請
書類が分かりづらく、極めて多いので、手続きの簡素化を唯一お願いしたい事項として
挙げたい。（その他）
・新型コロナ以前からテレワークを導入しており、全社的には特に問題もなく、通常通り
の業務執行を維持できている。
・休業する従業員も特にいないので、私見だが会社は比較的順調だとみている。
・道外出張が禁止されているので、道外からの仕事がないのがコロナ前との相違点。
（その他）
・量販店分は変わらないが、飲食店の売り上げが大きく減っており、全体として売り上げ
減。
・１部署１名の電話番を交代で残して、全社員テレワーク。社給のパソコンとスマホ。た
またまこの時期にテレワーク導入を準備していたら、こういう状況になったもの。
（卸売・小売業）
・食品関係の容器を製造しているが、売り上げ等目に見えて落ちてはいない。ただ、今は
作れるだけ作るようにということで発注もあるが、この先需要が止まってダブつくこ
とが心配。
・工場であり、管理部門含めてテレワークはやっていない。
・国の対策では小学校休業等対応助成金は申請しようと思っている。（その他製造業）
・4 月は時短営業や途中から休業。売り上げは５割以上減。
・店舗の密を避けるため、従業員は班を分けて半分出社。残りの半分は在宅勤務で勉強等
してもらうなどの対応。外商等一部の部門では元々タブレット等を配布してテレワー
クの体制になっていた。
・国の持続化給付金、雇用調整助成金、道の休業支援金など用意していただいたものは申
請する方向で準備している。（卸売・小売業）
・売り上げに影響はない。
・工場はできないが、本社は半分在宅勤務をしていた。ただ、パソコン等の機器を支給し
ていたわけではないので、在宅でどこまでの仕事をできるかという問題はある。
・国や道の対策は特に活用していない。（サービス業）
・2 月・3 月は売り上げが伸びたが、4 月は落ち着いている。
・配送部門は無理だが、管理部門の一部で社給のパソコン等でテレワークをした。
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・国・道の対策は該当しないと思うので活用していない。（運輸業）
・時差出勤と在宅勤務で対応。ただ、会社のデータ等を持ち出し禁止にしているので、実
質自宅待機。（サービス業）
・4 月は元々設備点検で営業休止の予定期間が大部分だったので、結果的に影響が軽微で
あった。ただ、5 月に入っても現時点で再開していない。
・テレワークはしていないが、パートさん等に有給休暇の推奨をしていた。
・国・道の対策は活用する方向で現在検討中。（サービス業）
・農産物の卸売事業は、人の移動がなくなりお土産等の売り上げがなくなることに伴っ
て売り上げ減少。観光施設の事業も本来オープンする時期にオープンできず、団体の予
約もキャンセル。
・緊急事態宣言の後、時短勤務と一部職種でテレワーク、営業マンは会社に寄らずに直行
直帰などの対応。本州顧客への電話営業も多いのでやりやすい面もあった
・雇用調整助成金を使いたいが、制度が複雑で勉強しているところ。今のところどこへも
相談しておらず、内部で勉強している段階。（卸売・小売業）
・4 月の売り上げは約半分。全体の３割を休車させ、それに伴い、運転手や管理部門も同
程度自宅待機。
・6 月からフードデリバリーをするべく準備中。従業員への周知やコロナ対策等の課題が
あった。
・雇用調整助成金は申請に向け準備中。特にどこにも相談していないが、計画書の作成は
終えており比較的スムーズに作業している。（運輸業）
・4 月の売り上げは約 9 割減。インバウンド等による土産品需要がなくなったことに加
え、店舗の休業等が影響。
・パートさんやラインの止まっている工場の従業員は休業手当を支払って休業。事務部
門の半分はテレワーク。元々、ノートパソコンを１人１台供与しているが、4 月の半ば
に情報部門の方で、自宅でも使用可能なようセキュリティの手当てをした上でテレワ
ーク実施。
・雇用調整助成金や持続化給付金は申請済。まだ支給されていないが、当座の資金繰りに
困っているわけではないので。ただ、申請過程で手戻りがあったとは聞いている。
（食料品等製造業）
・売り上げは少しは影響あるが、そこまで大きなものではない。
・店舗の時短営業はしていたが、お客さんが来る業種なのでテレワーク等は実施してい
ない。
・国・道の対策は活用していない。（卸売・小売業）
・LP ガス事業は大きな影響なし。ガソリンスタンドやレンタカーは外出自粛に伴い売り
上げ減少。
・国・道の対策は活用していない。（卸売・小売業）
・現在、各デパートも閉店の状況。道経連の取り組みとして、食品であれば全国で開催し
ていた北海道物産展の産品を季節々で提供していくような取り組みも良いのではない
か。イメージ的には贈答用セレクトショップ。送料を無料にする等も一考。デパートは
31

本州資本であるが、道内生産者の手助けになるのであれば良い。食品以外では道産家具
や鞄など品目別に提供していくのも良いのではないか。（金融・保険業）
・道経連の「アマビエ・プロジェクト第一弾」の「道産食品の購入促進に向けた協力のお
願い」については、場当たり的企画にならないように中長期的な販売促進計画の情報提
供があればベター。（卸売・小売業）
・「道の駅」の OPEN 状況や、この店に行けばこれが買えるなどもう少し”面白い”情報
が増えれば、道経連通信も皆に読まれるのではないか。（卸売・小売業）
・例えば、原料で行き場のないものがある等、情報があれば知らせてほしい。できる限り
対応したい。（食料品等製造業）
・現場については、施主の了解が得られた物件は一定期間ではあるが休業を基本とした。
開けざるを得なかった現場については、3 密を徹底してなくす取り組みを行った。現場
への入場前の検温、手指洗い、アルコール消毒液の設置。
・スタッフ部門については、一部在宅勤務を行ったが、コロナウイルスを理由に休業する
状況にはならなかった。休業手当等は発生しない。
・現時点では、国や道への要請・要望は特にない。（建設業）
・在宅勤務体制を取っている。支社の事務所内はアクリルボードを設置するなどしてい
る。（建設業）
・数値的には現時点では影響が見える状況には至っていない。コロナの影響で 5 月上旬
に２週間程モデルルームを閉鎖したので実際には、これから徐々に影響が出てくると
思われる。それ以外にも全体的にモデルルームへの来場者数が激減している。
今行っているのは１年後の物件の販売であるが、かなり大きなダメージになるのでは
と危惧している。
・休業についてはモデルルーム勤務の社員を一時期休ませた以外はほぼ通常通りに事業
継続した。
・恐らく、雇用調整助成金を申請出来るほどの売上減少にはならないと思われる。
・自社ビルが２棟あるので、コロナ前は集約して 1 棟に全従業員を集めていたが、３密を
避けるために分散して再配置した。
・国・道への要望は現時点では特にないが、強いて挙げれば景気対策をしっかり講じてい
ただきマンショ購入に影響が出ないよう是非ともお願いしたい。（不動産業）
・タクシーの売上が５０％以下に落ち込んでおり、極めて厳しい状況。
・コロナウイルスにより従業員を休業させることはしていなかったが、利用者が激減し
たために、状況を見て休みを取らせた。
・休ませた従業員に対しては、当然のことながら雇用調整助成金を申請する予定（現時点
では未申請）。
・国・道（道経連）へのお願いは唯一、雇用調整助成金のさらなる簡素化と迅速な支給の
み。道経連には、より一層タイムリーな情報提供をお願いしたい。（運輸業）
・今のところ、目に見える悪い影響はない。現場は、通常通りで、各ゼネコンも全く平常
通り現場を開けている状況。スタッフ・営業部署ではテレワークを行なっている。
出勤者は時差出勤させた。
・時短勤務は、コロナとは関係なく従前から導入済みである。
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・現時点で、国や道への要望事項は特にない。（建設業）
・会社としては、コロナの影響をほぼ何も受けていないと認識している。これまでと何も
変わっていない。現場では、ゼネコンの指示により一時休止したところもあったようだ
が、それ以外は通常通り。
・国・道への要望事項も特に思いつかない。（建設業）
・売上は現時点では大きくは変わっていない状況。本社は、部分的に在宅勤務を行なって
いる（６〜７割出勤）。本州の事業所は、地域により、原則全員在宅勤務や従業員を半
分に分けて交互に在宅勤務。道内の拠点については、グループ分けしてシフトを組ん
で、５割くらい出勤させている。
・発熱や体調が優れない従業員がいた場合は、速やかに医療機関へ相談するよう指示を
徹底した。
・コロナ対策で、新たに 3 日程度の特別休暇（有休）を支給し健康に配慮した。また、学
校が休業で困っている従業員（１５名程）に特別休暇を与えた。
・雇用調整助成金については、学校の休校に伴い、休まざるを得なかった従業員の分だけ
申請しようと考えているが、売上が前年比マイナス５％になるか状況を確認中。
・道経連（国）への要請事項としては、やはり雇用調整助成金の申請手続きの簡素化に
尽力して欲しい。（運輸業）
・ゼネコンが現場を止めていなかったため、コロナの影響は全く出ていない。
・ただし、北海道の事務所は、時短勤務を導入し、通勤時の３密回避を行った。
・現時点ではさほどの影響がないが、今後については、既にホテルの建設が延期や中止を
検討しているような情報もあるため、長期的な経済対策が必要になると感じている。
・現時点で、国・道への要望等はない。（窯業等製造業）
・会社の状況は、医療関係ということもあり、絶対に止められない。何とか通常操業でき
ている。ただし、メーカーの生産ラインや流通が一部滞ることなどもあり、通常営業を
継続させるには、厳しい場面も見受けられた。
・社内では、（特段、コロナによる休業等はなく）半日勤務を活用した。
（卸売・小売業）
・今のところ、コロナによる売上の影響はない。
・全社的に、基本は在宅勤務で対応した。従前からテレワークを推進しており、実際やっ
てみて不便な点は多々あったが、何とか対応することができたと評価している。ツール
については、今回の状況を踏まえへて改良・改善していく。
・従業員は休業扱いさせたが、売上が５％以上下がっていないので、国の助成金は申請し
ない。（鉄鋼業）
・工場は平常通り稼働させた。
・事務及び営業マンはテレワークを実施した。一部、流通でトラブルがあったが、概ね問
題なく運営できた。社内での人の動きは徹底して控えた。数年前に導入した在宅勤務可
能なＰＣやテレビ会議のシステムが役立った。今後も６月中旬位までは、周囲の状況を
見ながら現状の（７割程度の出勤）体制を継続する予定。
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・コロナ対策としては、幸にして感染者が出なかったが、食品工場という性質から、各工
場でコロナ感染者が発生したケースを想定して社内に危機管理委員会を設置してＢＣ
Ｐ対策を立てていた。
・今後については、オリンピック需要を見込んでいたが、今後、延期の影響が出てくると
危惧している。中止になった場合の影響は考えられない。
・国・道に対しては、景気回復に向けた策を期待したい（食料品等製造業）
・会社は通常通り営業しており、大きな影響を受けていない。
・４月より、テレワーク、時短勤務を導入している。時短は２時間から３時間短縮。時間
を短くしたため、これまでこなせていた仕事が滞るかともあったが、今のところ何とか
できている。
・学校の休校に伴い、特に小学生のいる従業員に対しては、制度ではないが現場にて
臨機応変に対応した。（卸売・小売業）
・飲食店の休業の影響で売上は大幅に減少している。今後も続くことを懸念している。
・基本的にはお客様が休業していても、通常通り営業を継続させてきたが、５月中旬以降
から今となって一部の従業員を自宅待機（休業）させた。
・雇用調整助成金は今後申請したいとは考えていたが、手続きが大変という話を聞いて
不安を感じている。現在、検討されている上限額の増額や手続きの簡素化に期待した
い。（卸売・小売業）
【大学等からの遠隔授業等に関するヒアリング】
・前期の授業はすべて遠隔授業が決定し、すでに開始している。
・教員ごと、授業ごとで判断し、同時双方向型とオンデマンド型を使い分けている（どち
らも対応可能）。
・遠隔授業の設備については、既存設備を活用し、必要な設備を準備し対応した。
・通信環境はある程度整っている。障害が発生した時は、都度別な方法も用いてフォロー
する様にしている。
・学生の通信環境はほぼ整備していると認識。整っていない学生については大学の空き
教室を開放し、学内通信環境を使用してもらう。
・5 月から遠隔授業は開始している。前期授業については遠隔授業が決定している。
・方法は、同時双方向型とオンデマンド型のどちらも対応が可能で、授業の内容によって
教員が使い分けている。
・場合によっては、課題の配信等で補っている部分もある。
・大学の教官は、通常勤務や在宅勤務の中で授業の対応を行っている（事務局も分散出勤
を行っている）。
・大学内の通信環境はある程度整っている。
・学生にはＰＣ等の端末の貸し出し、通信環境が無い状況では大学の Wi-Fi を利用させ
ている。
・ログデータ管理により通信の実態を把握し、これは学生の出席確認にも活用している。
・通信環境の状況により、サーバー負荷が高くなり通信の遅延が起きる。全ての遠隔授業
を同時双方向型へ移行するのは難しい。
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・ＧＩＧＡスクール構想については認知している。どの様に活用していくかは他部門を
窓口に対応していく。
〇学生実験
・学生実験ができない。遠隔授業ではどうしようもない。
・ネットでできることには限界がある。
〇デバイスの問題
・スマホしかもっていない学生がいる。小さな画面を何時間も見続けるのは大変。
・資料をネットで掲載してもそれを手元のデバイスで見る手段がないか、画面が小さす
ぎる。
・プリンターがない家庭があり、出力できない。
〇通信料と速度
・大手の携帯通信量が、学生は無制限になったのでありがたい。
・一方で、通信速度遅く、音声が途切れるといった問題あり。
〇課題解決型の授業（アクティブラーニング）の実施がやりにくい
・自宅の居間のＰＣを使っている学生もおり、声を出しにくい・ブレーンストーミングな
どを使ったグループワークが実施しにくい
・特に 1 年生では、会ったことがない人とネットでグループワークとなり、何らかの問題
があるのではと心配あり。
〇会議
・教員の会議等は慣れればスムーズに進行中。しかし、顔が見えにくいため、本格的な議
論が必要な会議の場合は難しい。
〇在宅勤務
・長距離通勤や公共交通機関を使った通勤の方にとっては有効。
・5 月から遠隔授業を開始している。
・基本、Zoom を利用して、学生からはチャットを通じて確認をしている。一部のゼミに
ついては Zoom（双方向）も利用。
・開始前に、学生の通信環境等の調査も行った。通信環境が悪い等の学生は大学の Wi-Fi
を利用させている。
・通信環境が良くない施設については、設備の強化を検討している。
・学生へのＰＣ等の端末貸し出しの準備も進めていた。
・実習や実験についても、映像を活用するなど可能な限り授業を行っている。
・遠隔授業に使う資材の著作権の問題。今年度は緩和されると認識しているが、今後も考
えて検討してほしい。
・地域におけるネット環境が悪いのではないかとの懸念もある。
・道外の学生に対する指針も検討している。
・5 月から遠隔授業を開始している。
・実習や実験については一時保留。
・大学のネット環境については整備されており、授業表で組まれているものについては
問題はない。
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・少人数の授業は双方型で対応できる。チャットを活用したり、オンデマンド型も並行し
ている。
・学生のネット環境整備のための支援を行っている。
・未だに通信料金が高いことは今回の様な遠隔授業を進める時には弊害となるので、改
善することを期待したい。
・授業を開始して、2 週間ほど経過。大学として初めての試みなので、課題については今
後検討していく段階と考えておる。
・遠隔授業など初めての試みを進めていく上で、教育の仕方も考えていく必要を感じて
いる。"
・学生の通信環境（高速通信、容量制限）だけでなくＰＣ等の設備が整っていない学生も
いるため、オンデマンドによる授業ができないのが現状。
・通信量減らすため、画像と音声を合わせた（最大 50MB 以内）の資料を作成し、配信し
ている。
・遠隔授業の準備に時間を要している。
・コンピュータを使いこなせない教員がいるため、それを指導する教員が必要となり、負
担の偏りが生じる。
・遠隔授業でも対応できる科目とそうではない体験を重視した科目がある。
・学内施設ではそれなりの環境が整っており不便はないが、各家庭の環境がまちまちで
あることが遠隔授業の障壁になっている。収入の少ない家庭には、高速回線、タブレッ
ト端末などを安く使用できるようにしてほしい。
・大学のある地区における通信容量の不足。遠隔授業が途切れるといった症状が発生す
る。学生に対するアンケート調査にもとづくと、この通信が途切れる原因は地域の通信
容量不足と考えている。
・実験や実習等の対面授業が不可欠な授業の遠隔化
・学生のスマホや通信回線の通信料。
・５つの通信会社が通信料について無料化支援をしていただいたことは大変感謝してい
る。ただ、この無料化支援も 6 月末までと聞いている。その後の学生の負担が心配であ
る。また、無料化支援がない格安スマホを使っている学生も一定数いる。
遠隔授業を受信するために、急遽、通信回線を契約した学生もいる。その学生は予定額
の出費になったため、経済的に困っている。
・遠隔授業を実施する通信サービスの理解（教員、学生ともに）
通信サービスの機能とその使い方を理解し、使い方に習熟するには時間が足りない。教
員は遠隔授業の準備に苦労している。
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５．まとめ（今後の対応）
今回の調査結果を踏まえて、当面、以下のように対応したい。
（１）国への対応
当会では毎年度、「次年度の国の施策及び予算に関する要望」を政府・与党に対して行っ
ており、今回は 6 月下旬頃の実施を予定しているが、その要望書の中に、新型コロナウイル
ス感染症に対する追加対策を「次年度（2021 年度）に限らず 2020 年度追加補正予算を含め
た緊急要望」として盛り込んでいく。
今回調査結果（意見内容）を踏まえ盛り込む主な項目としては、以下内容が考えられるが、
現在国で進められている２次補正予算の議論も見極めつつ項目を取捨し、最終的に会内手
続きを経て決定していく。
なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援交付金の増額は、必ずしも直接の会員意見にはなかったが、今回、道に求める
対策として意見のあった事項（経済対策や医療検査体制の強化）を進める上で必要な財源で
あることから、要望に盛り込んでいく方向で進めたい。
【国への要望に盛り込むことが考えられる主な項目】
・雇用調整助成金特例措置の対象拡大（出向など）・期間延長・助成額の拡大・手続きの大
幅な簡素化
・持続化給付金の継続
・実質無利子・無担保融資枠のさらなる拡大
・減免税目の拡大（法人住民税・入湯税など）
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額
・治療薬・ワクチンの開発と医療・検査体制の強化
・地域の収束状況に応じた GoTo キャンペーンの一部実施（GoTo イート、GoTo 商店街、地域
を限定した GoTo トラベル）
・終息後の GoTo キャンペーンの全面実施（GoTo トラベル、GoTo イベント）
・テレワークの普及促進に向けた施策の強化
・遠隔事業の推進に向けた環境整備
（２）道への対応
道に対しては、速やかに本報告書について説明するとともに、それにあわせて以下内容を
要望していく。
【道への要望に盛り込むことが考えられる主な項目】
・各種支援金や道の融資枠など道の支援制度のスピード感をもった支給
・各種支援金の拡充と道における実質無利子・無担保の融資枠の拡大
・雇用調整助成金・持続化給付金などの国の制度への申請支援も含め、振興局を中心とした
一層の相談体制の充実
・長期化を見据えた医療・検査体制の強化、医療従事者などへの支援、医療・検査資機材の
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充実、マスク・消毒液などの確保
・「新北海道スタイル」や「業種ごとの予防策のガイドライン」に取り組む事業者の負担軽
減や減収補てんに資する支援の実施
・「第３波」「第４波」を見据えた、合理的かつ地域の実情に即したきめ細かな自粛・休業
要請基準と解除基準の提示
・道産品販売促進、「収束後から次の波が来る前の期間」の飲食店・商店街活性化・地域を
限定した旅行の促進など、道内経済の循環に資する多面的な取り組みの推進
・「ほっかいどう短期おしごと情報サイト」など、労働力のマッチングに資する取り組みの
一層の推進
・企業におけるテレワーク、学校における遠隔授業の推進強化
・海外生産拠点の北海道への移転に関する取り組みの実施
・「新型コロナウイルス対策感染症対応地方創生臨時交付金」「新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金」「地域企業再起支援事業」等、国の交付金などの制度をこれらが
増額された際も含め、最大限有効に活用すること
・上記国の交付金などの使途を道民にわかりやすく明示すること
・道費の拠出や道債の発行も視野に対応すること
・上記記載の国への要望事項の実現に向けてお力添えをいただくこと
（３）道経連としての取り組み
道経連では、事務局内にコロナ対策チーム「アマビエプロジェクト」を立ち上げ、5 月 11
日からはその第１弾として道産食品サイトの紹介などを行っており、今後も、いただいた意
見を参考にしながら、道産品の販売促進や道内経済の循環に資する取り組み等を継続・強化
していく。
（４）その他
上記以外にも、国政与党・道・市町村等の求めに応じて、適宜、意見具申をするとともに、
必要に応じて、経済８団体をはじめとする関係団体と連携を図って対応していく。
また、本調査の第２回は７月頃を予定しており、引き続き、適時適切な実態把握や会員の
皆様からの意見聴取に努め、新型コロナウイルス感染症の長期化も見据えた各種活動に役
立てていく。
以上
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