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道経連通信 臨時号57
◆ 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２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、新型コロナウイルス感染症による会員各位の経営への影
響等について定期的に調査するとともに、会員各位のご意見を伺いながら当会としての事業活動や国・道等へ
の要望活動を進めるため、５月に行った第１回に引き続き、第２回調査を7月14日～7月29日にかけて実施い
たしました。
ご多忙の折、アンケート調査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ので、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、ウイズコロナやアフ
ターコロナに際しての考え方等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「４まとめ（今後の対応）」のところにも記載していますが、今回の調査結果やいただい
たご回答・ご意見等については、当会の事業活動や国・道等への要望活動に活かしてまいります。
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。
本調査は、今後とも、状況を見ながら、２～３か月に１回程度を目途に適宜実施してまいりたいと存じます
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57】(1)

2020 年 8 月 11 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 2 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、以下のような活動を実施
してきた。
2020 年 3 月

・
「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（意見提出者数 48 者）
・上記意見も踏まえ、経済８団体にて、国政与党・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

2020 年 5 月

・
「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）を実
施（アンケート調査回答者数 55 者、ヒアリング調査協力者数 66 者）

2020 年 6 月

・上記調査結果及びいただいた意見をふまえ、北海道・道政与党に対し「新

～7 月

型コロナウイルス感染症対策に関する要望」を実施
・国に対しては、毎年度の「国の施策及び要望」の中に「新型コロナウイル
ス感染症対策に関する緊急要望」として盛り込み、政府・与党に要望

この間、国や道においては数次の補正予算を組むなどして、新型コロナウイルス感染症対
策を継続的に講じているが、その内容には８団体や当会で要望した事項が多く盛り込まれ
ている

今後、事態の長期化も想定される中、当会では、新型コロナウイルス感染症による会
員各位の経営への影響等について定期的に調査するとともに、会員各位のご意見を伺い
ながら当会としての事業活動や国・道等への要望活動を進めるため、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 7 月に実施した第２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（アンケート調査）
調査期間：2020 年 7 月 14 日〜29 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（うち理事に就任いただいている 105 の企業については並行して同じ調
査票を郵送にて送付）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 87 者
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【回答者属性】
○本社所在地

道内
道外
合計

73
14
87

83.9%
16.1%

○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

20
24
13
8
22
87

23.0%
27.6%
14.9%
9.2%
25.3%

○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

14
5
0
2
1
1
0
0
8
2
6
3
7
4
9
2
10
6
7
87

16.1%
5.7%
0.0%
2.3%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
9.2%
2.3%
6.9%
3.4%
8.0%
4.6%
10.3%
2.3%
11.5%
6.9%
8.0%

【前回調査との比較】
参考 33～35 頁参照
【アンケート調査の設問内容】
添付 36～40 頁参照
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３．アンケート調査の結果
Ｑ１.売り上げへの影響（6 月の売り上げを前年同月と比較）

回答者数

増減の
平均値
51.7%
31%
33.3%
5.7%
28%
9.2%

回答割合

前年同月と比べて売り上げは減少している
45
前年同月と比べて売り上げは変わらない
29
前年同月と比べて売り上げは増加している
5
無回答
8
合計
87
※全回答者（無回答除く）の平均増減

16% の減少

6 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 51.7%、
「変わらない」と
答した企業が 33.3%、
「増加した」と回答した企業が 5.7％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 31％減少、
「増加した」と回答した企業は、
平均値で 28％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 16%減少とな
った。
次に、企業の規模（従業員数）ごとの売り上げ減少率を前回比較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
35%
31%
30%

25%
20%

16%

13%

15%

10%
10%

7%

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 31％とそれ以上の規模に比べて厳しい状況にある。
なお、事業内容（業種）ごとの売り上げ減少については、１業種あたりのサンプル数が少
ないため、グラフとしては示さないが、
「ホテル旅館業」
「運輸業」「卸売・小売業」をはじ
め幅広い業種で売り上げ減少に至っている。
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Ｑ２．現在直面している課題（複数回答）
「現在直面している課題」への複数回答の結果が以下図である。

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

55.2%

資金繰りの悪化

10.3%

事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）

3.4%

雇用の維持が困難

5.7%

労働力の不足

3.4%

休業等による労働力の余剰

5.7%

マスク・消毒液の不足

8.0%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

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

60.0%

18.4%
1.1%

3.4%

その他

13.8%

特になし

17.2%

「売り上げの減少」を課題と回答した割合は 55.2％と全回答の中で最も多い。
なお、Ｑ１において実際に「6 月の売り上げが減少した」と答えた企業の割合よりもこの
Ｑ２で「売り上げの減少」を課題と答えた企業の割合の方が若干多いのは、たまたま「6 月
の売り上げ」が減少を免れていたとしても、
「7 月以降を含めた将来の売り上げ減少」を課
題ととらえる企業が数社あることによる。
次いで多いのはＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難」が 18.4％であった。
より深刻な課題である「資金繰りの悪化」が 10．3％、
「事業が継続困難（倒産・廃業の懸
念）
」が 3.4％、
「雇用の維持が困難」は 5.7％であった。
また、直面している課題について「特になし」と答えた企業は 17.2％であった。
※「その他」回答の記載事項
・来客・出張の制限（その他製造業）
・首都圏取引先への出張等による感染リスクの回避策（情報通信業）
・感染防止対策（運輸業）
・世界的な物（人）の流通がストップし、経済が回っていない（倉庫業）
・大規模災害が発生した際の支払業務に関して、応援派遣が難しい（金融・保険業）
・社内テレワークスペースの確保が困難（卸売・小売業）
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・テレワークが導入不可部門の今後の対応（不動産業）
・業種の関係でテレワークが困難（金融・保険業）
・取引先の業績悪化（金融・保険業）
・工事の入札時期や出件時期の遅延等（建設業）
・社会に貢献しつつ持続的成長をすること（サービス業）
・金融機関としてお客さまの資金繰り支援を中心に対応中（金融保険業）
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人～299人 300～499人

500～999人

1000人以上

全体

売り上げの減少

85.0%

54.2%

38.5%

75.0%

31.8%

55.2%

資金繰りの悪化

25.0%

8.3%

0.0%

12.5%

4.5%

10.3%

事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）

10.0%

4.2%

0.0%

0.0%

0.0%

3.4%

雇用の維持が困難

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.5%

5.7%

5.0%

4.2%

0.0%

12.5%

0.0%

3.4%

休業等による労働力の余剰

15.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

5.7%

マスク・消毒液の不足

20.0%

8.3%

7.7%

0.0%

0.0%

8.0%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

10.0%

25.0%

38.5%

12.5%

9.1%

18.4%

0.0%

0.0%

15.4%

0.0%

4.5%

1.1%

10.0%

4.2%

0.0%

0.0%

0.0%

3.4%

その他

5.0%

12.5%

7.7%

0.0%

31.8%

13.8%

特になし

0.0%

33.3%

7.7%

25.0%

18.2%

17.2%

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
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

従業員 100 人未満の企業では、
「売り上げの減少」と答えた割合は 85.0％、
「資金繰りの
悪化」が 25.0％、
「事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）
」が 10.0％、
「雇用の維持が困難」
が 20.0％と、ほとんどの項目で、それ以上の規模の企業に比べて課題ととらえている割合
が高く、深刻な状況にある。
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Ｑ３．新型コロナウイルス感染症をきっかけに、改革や見直しを実施・検討している社の事
業方針（自由記述）
「新型コロナウイルス感染症をきっかけに改革や見直しを実施・検討している社の事業方
針」を自由記述で聞いたのがＱ３であるが、
「テレワークの導入、業務のデジタル化（Web 会
議など）
、勤務体制・出勤体制の見直し」に関する回答が多くを占めた。
特に自由記述の回答形式でありながら、
「テレワーク」または「在宅勤務」の語を用いて
回答した企業が全体の約 4 割にのぼり、これまで「働き方改革」の一環で推奨されてきた
「テレワーク・在宅勤務」の導入を、多くの企業が考える大きなきっかけになったことは見
て取れる。
その他の回答としては、
「業務のスリム化や経費の削減」に関する内容が数件、
「商品やサ
ービスの見直し」に関する内容が数件あった。
「商品やサービスの見直し」に関する回答については、ホテル旅館業で「食事提供の方法
の見直し」に関する内容、その他製造業で「ロボット事業にシナジーが期待される医療分野
等」に関する回答があった他、
「新規市場への挑戦」「非対面型サービスの強化」
「新規ビジ
ネスモデルの提案」などの内容があった。後で見る Q12 にも関わり、With コロナに伴うビ
ジネスチャンス・ビジネスモデルをより具体化していくことが望まれる。
①テレワークの導入、業務のデジタル化、勤務体制・出勤体制の見直し
・テレワークの常態化（情報通信業）
・テレワークの導入、サテライトオフィスの導入など（情報通信業）
・新千歳空港の国際便がストップしており、貨物が７～８割減少しているため、業務量が
少なく、新型コロナ対策として２班に分けて業務を行っている（倉庫業）
・事業所内における会議室等を利用した分散配置による業務を実施中。また事務所机や
打合せ室における間仕切りを設け、飛沫飛散防止対策を実施（その他製造業）
・テレワークの導入（化学工業）
・発注者側から遠隔での工事報告や ICT の強化を求める声が出ているので今後導入の必
要があると感じている。現在、導入事例が多くなってきたので吟味しているところ（建
設業）
・リモート会議の検討（一部実施済、拡大の検討）
（建設業）
・営業部門へのテレワーク導入等を行ったが、生産現場を抱えている関係から全社共通
の対応ができていない（鉄鋼業）
・テレワークの推奨、可能な限り WEB 会議、会議の短時間化（建設業）
・テレワークの導入、時差出勤の推奨、社有車通勤の許可（建設業）
・テレワークの本格導入（セキュリティ強化）
（技術サービス業）
・テレワークの導入（食料品等製造業）
・在宅勤務の環境構築（窯業等製造業）
・在宅勤務の導入、会議のオンライン化（サービス業）
・テレワークを含めて働き方改革、デジタルツールの更なる業務活用（金融・保険業）
・RPA の導入、フリーアドレス制の検討、在宅ワークは継続（卸売・小売業）
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・テレワークの利用拡大、社員配置プランの見直し（ビル分散化、フロア分散化、間仕切
りによる感染リスク回避）
（情報通信業）
・テレワーク、時差出勤の拡大（報道）
・時差出勤、スプリット勤務、Web 会議の活用（金融・保険業）
・テレワーク（在宅勤務）
：5 月７割在宅、6 月～4 割～6 割在宅継続中（その他製造業）
・テレワークの導入（その他製造業）
・働き方改革を含めたテレワークの導入および拡充（不動産業）
・テレワークの導入検討（サービス業）
・在宅勤務の拡充（情報通信業）
・テレワークの制度化（金融保険業）
・テレビ会議の積極的導入（建設業）
・テレワークの導入、時差出勤（金融・保険業）
・在宅勤務の導入検討（その他）
・出社と在宅勤務のベストミックスを図る就業体制の構築（総合商社）
・テレワークを含む多様な働き方の選択肢の検討（総合商社）
・働き方の見直し（時差出勤・分散出勤・可能な部署でテレワーク）
、会議の見直し（集
合会議帯から TV 会議帯へ）（卸売・小売業）
・テレワーク制度の拡充（建設業）
・業務革新：チームを立ち上げ、働き方改革、テレワーク導入、業務処理の自動化導入等
に取り組んでいる（電気・ガス業）
・不要不急の出張自粛とズーム会議の実施（その他製造業）
・テレワークの実施率 50％以上を日常とすること（情報通信業）
・テレワーク・電子契約書・電子稟議システムの導入など（報道）
・テレワーク、移動を伴わない会議実現のための IT 対応（食料品等製造業）
・テレワークの導入（金融・保険業）
・テレワーク、時差出勤の導入（運輸業）
②業務のスリム化や経費削減
・中期計画の見直し、経費削減（報道）
・経費削減、修繕費・設備投資の見直し・先送り、RPA 導入（不動産業）
・固定費の削減を検討中（運輸業）
・中期経営計画の見直し（数値目標、施策実施年度、設備投資計画）
（ホテル旅館業）
・業務改革（化学工業）
・業務のスリム化・削減（金融・保険業）
・手元資金の増強、投資方針の検討（建設業）
③商品やサービスの見直し
・消毒液の生産拡大（化学工業）
・食事提供の仕方（ホテル旅館業）
・対お客様への対応（お迎え、お食事スタイル等）様々変更（ホテル旅館業）
7

・働き方改革、新規市場への挑戦、オペレーションの変更（ホテル旅館業）
・売り上げの減少による事業部門の見直し（昼食の提供をカット）（ホテル旅館業）
・非対面サービスの強化、非対面営業体制の構築（オンラインシステムの活用等）
（金融・
保険業）
・WEB 面談の導入、非対面サービスのご提案（電子契約サービス等）
（金融・保険業）
・With/After コロナにおける新規ビジネスモデルの提案（総合商社）
・コンテナ輸出国の見直し（その他製造業）
・従来からの事業方針、社会・顧客・社員・株主に報いて行くことを更に強化していくこ
と（サービス業）
・
「従来製品以外に、より（今まで以上に）世の中が望む製品を生み出すように」社長指
示あり。例えば、ロボット事業にシナジーが期待される医療分野製品等（その他製造
業）
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Ｑ４.「緊急事態宣言や自粛要請」の解除後もテレワークを実施しているか
この設問に対しては「原則全部門でテレワークを導入している」が 6.9％、
「導入可能な
部門など社の一部でテレワークを導入している」が 36.8％と、全体の４割強が現在であっ
ても、何らかの形でテレワークを導入していることがわかった。上記のＱ3（事業方針の見
直し内容）の自由記述回答で約 4 割が「テレワークや在宅勤務」を記述していることとも符
合している。
一方、
「自粛期間中は導入していたが、現在は導入していない」が 21.8％、
「元々テレワ
ークは導入していない」が 29.9％と、この件に関する回答は大きく三分されることとなっ
た。
テレワークは、感染症のリスク低減になるだけでなく、本来は働き方改革の一環として推
奨されていたことであり、さらには有事におけるＢＣＰ（事業継続計画）の実効性確保の観
点からも平時から慣れておくことが望ましいと考えられる。今後、「現在、導入していない
企業」が導入に向かうような啓蒙、課題解決に向けたサポートが望まれる。

Q4.「緊急事態宣言や自粛要請」の解除後のテレワーク実施状況
その他, 4.6%

無回答, 0.0%

原則全部門でテ
レワークを導入し
ている, 6.9%

元々、テレワーク
を導入していな
い, 29.9%
導入可能な部門
など、社の一部で
テレワークを導入
している, 36.8%

自粛期間中は導
入していたが、現
在はテレワークを
導入していない,
21.8%

※「その他」回答の記載事項
・２班に分けて業務：A 班と B 班に分け、勤務日が混在しないようにしている（倉庫業）
・採用面接と一部の会議のみ実施（ホテル旅館業）
・原則「自粛期間中は導入していたが、現在はテレワークを導入していない」だが、社員
の健康状態を見て個別判断（サービス業）
・暫定的な運用としてのテレワークを継続実施しており、今後、制度化に向けた検討を進
めることとしている（電気・ガス業）
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Ｑ５．2021 年度新入社員の採用予定数
新型コロナウイルス感染症により懸念されていることの１つとして、2021 年度新入社員
の採用への影響があることから、今回調査したものであるが、まず、採用予定数に関する設
問の回答結果は下図の通りである。

Q5.2021年度新入社員の採用予定数
その他, 13.8%

無回答, 1.1%

2021年度の採用
予定数は例年よ
り多い, 8.0%

2021年度の採用
予定数は例年よ
り少ない, 18.4%

2021年度の採用
予定数は例年と
変わらない,
58.6%

「2021 年の採用予定数は例年と変わらない」が 58.6％と最も多く、
「例年より少ない」が
18.4％、「例年より多い」が 8.0％であった。
なお、
「その他（13.8％）
」の回答のほとんどは「元々採用の予定はない」であり、一部に
は「中途採用で対応」との回答があった。
新型コロナウイルス感染症をきっかけに、それまで人手不足基調であった労働市場が大
きく変化したことはよく言われるところであるが、2021 年度の新入社員採用に限ってみる
と、
「例年と変わらない」と「例年より多い」を足すと約 7 割となっていることを考えると、
影響は限定的と言える。
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Ｑ６．新入社員の採用活動のオンライン化
採用活動への影響のうち、オンライン化に関する状況を聞いた設問の結果が以下図であ
る。

Ｑ６．新入社員の採用活動のオンライン化
その他, 8.0%

無回答, 2.3%

今回の採用活動にオンラインは取り
入れておらず、
今後も取り入れるつもりはない,
12.6%

今回の採用活動にオンラインを取り入れて
おり、
次年度以降も継続する予定である, 16.1%

今回の採用活動にオンラインを
取り入れているが、
次年度以降は今後検討する,
37.9%

今回の採用活動にオンラインは取り
入れておらず、
次年度以降は今後検討する, 20.7%

今回の採用活動にオンラインは取り入れて
いないが、
次年度以降は取り入れる予定である, 2.3%

「今回の採用活動にオンラインを取り入れており、次年度以降も継続する予定である
（16.1％）
」と「今回の採用活動にオンラインを取り入れているが、次年度以降は今後検討
する（37.9％）
」を合わせると 5 割を超え、既に半分以上の企業では採用活動のオンライン
化が実施されていることも見て取れる。
また、
「今回の採用活動にオンラインは取り入れておらず、次年度以降は今後検討する」
が 20.7％、わずかながら、
「今回の採用活動にオンラインは取り入れていないが、次年度以
降は取り入れる予定である」も 2.3％あった。
採用活動の全ての過程をオンラインにするかは別としても、
「非対面」
「非接触」の流れの
中で、多くの企業にとって、採用活動のオンライン化が大きなテーマの１つになっていると
考えられる。
一方で、
「今回の採用活動にオンラインは取り入れておらず、今後も取り入れるつもりは
ない」は 12.6％であった。
また、
「その他（8.0％）
」の回答のほとんどは「採用活動を行う予定はない」であり、一
部には「過去にはオンラインを取り入れていた」や「オンラインでの採用体制を整えたが、
今回は使用しなかった」との回答があった。
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Ｑ７．活用している・活用を検討している国・道の対策（複数回答）
前回調査に続いて、
「活用している・活用を検討している国・道の対策」について複数回
答で尋ねた結果が以下の図である。

Ｑ7．活用している・活用を検討している国・道の対策
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
実質無利子・無担保・無保証料など各種融資策の拡充

12.6%

売上減少に対する持続化給付金

国

13.8%

国税・地方税・社会保険料の１年間の納税猶予

4.6%

令和3年の固定資産税・都市計画税の減免

4.6%

雇用調整助成金の特例措置

26.4%

の
対

小学校休業等対応助成金

策

家賃支援給付金

23.0%
9.2%

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

8.0%

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）

12.6%

その他（国）

2.3%

実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠

10.3%

道産品の通販サイトでの割引販売

2.3%

休業要請先等・新北海道スタイル実践先への支援金
（休業協力・感染リスク低減支援金、経営持続化臨時特別支援金）
「北海道短期おしごと情報サイト」

道

感染拡大防止ガイドラインに沿った取組を実践する事業者への助
成金

の

宿泊事業者の感染予防対策への補助

対
策

10.3%
0.0%
6.9%
4.6%

新北海道スタイルを実践している商業店舗等を対象としたプレミア
ム付商品券

6.9%

新北海道スタイルを実践している宿泊施設等への道内旅行割引
（どうみん割）

16.1%

新北海道スタイルの構築に協力する交通事業者の割引乗車券等
へ補助

2.3%

北海道コロナ通知システムへの登録
その他（道）

9.2%
0.0%

なし
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43.7%

※「その他(国)」回答の記載事項
・消毒液生産設備投資に対する補助金（化学工業）
・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の使用（建設業）
なお、回答の選択肢は、例えば、前回調査での「その他」回答や並行して行ったヒアリン
グ調査で活用例が多かった「小学校休業等対応助成金」を今回は選択肢に入れたり、前回調
査以降に手当てされた対策（国で言えば家賃支援給付金、道で言えばプレミアム付商品券や
どうみん割など）を盛り込むなど、前回から大きく入れ替えを行っている。
したがって、単純比較はできないものの、前回と今回について、活用割合の多い回答順に
並べたものが以下である。
前回調査

今回調査

１位 なし（50.9％）

１位 なし（43.7％）

２位 雇用調整助成金特例措置
（国 30.9％） ２位 雇用調整助成金特例措置
（国 26.4％）
３位 持続化給付金（国 16,4％）

３位 小学校休業等対応助成金
（国 23.0％）

４位 実質無利子・無担保・無保証料など

４位 どうみん割（道 16.1％）

各種融資策（国 10.9％）

５位 持続化給付金（国 13.0％）

４位 休業要請先等への支援金
（道 10.9％） ６位 実質無利子・無担保・無保証料など
６位 実質無利子・無担保・無保証料など

各種融資策（国 12.6％）

道独自の融資枠（道 7.3％）

６位 GoTo キャンペーン（国 12.6％）

６位 令和 3 年の固定資産税・都市計画税

８位 実質無利子・無担保・無保証料など

の減免（国 7.3％）

道独自の融資枠（道 10.3％）

６位 特別定額給付金（国 7.3％）

８位 休業要請先等・新北海道スタイル実

６位 GoTo キャンペーン（国 7.3％）

践先への支援金（道 10.3％）

10 位 国税・地方税・社会保険料の１年間
の納税猶予（国 5.5％）

10 位 家賃支援給付金（国 9.2％）
10 位 北海道コロナ通知システムへの登録

10 位 その他（国 5.5％）

（道 9.2％）

12 位 中小企業生産性革命推進事業特別枠
（国 3.6％）

12 位 テレワーク導入支援など（国 8.0％）
13 位 感染拡大防止ガイドラインを実践す

12 位 テレワーク導入支援など（国 3.6％）
14 位 道産品の通販サイトでの割引販売
（道 1.3％）

る事業者への支援（道 6.9％）
13 位 プレミアム付商品券（道 6.9％）
15 位 国税・地方税・社会保険料の１年間
の納税猶予（国 4.6％）
15 位 令和 3 年の固定資産税・都市計画税
の減免（国 4.6％）
15 位 宿泊事業者の感染予防対策への補助
（道 4.6％）
18 位 道産品の通販サイトでの割引販売
（道 2.3％）
18 位 交通事業者の割引乗車券等への補助
（道 2.3％）
18 位 その他（国 2.3％）

13

回答としては「なし」が最も多く（前回 50.9％、今回 43.7％）、実際に活用（を検討）さ
れている対策としては国の「雇用調整助成金特例措置」が最も多い（前回 30.9％、今回 26．
4％）という点は変わっていない。
また、上述の通り、前回の「その他」回答で数件あり、並行して行ったヒアリング調査で
も活用例が多かった国の「小学校休業等対応助成金」も 23.0％と多かった。
道の対策の中では、前回調査以降に新たに打ち出された「どうみん割」が 16.1％と最も
多かった。
それ以外の対策は、10％前後で多くの項目が並んでいる。
このＱ７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（Q7 =「なし」の回答者のQ２の回答）
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

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%

2.6%
0.0%

マスク・消毒液の不足

10.5%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

18.4%

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

45.0%

0.0%

労働力の不足

休業等による労働力の余剰

40.0%

39.5%

資金繰りの悪化

雇用の維持が困難

35.0%

2.6%
0.0%

その他

13.2%

特になし

26.3%

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見て取れる。
「特になし」は 26.3％となっている。
これらをあわせて考えても、国・道の対策は、課題に直面している企業に相応に行き渡っ
ているということは言える。
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Ｑ８．今後さらに国に求めたい対策（自由記述）
今後さらに国に求めたい対策について、いただいた意見を以下の通り整理した。
（１）経済対策に関する意見
経済対策に関して、具体メニューを挙げての意見としては、「雇用調整助成金特例措置」
に関するものが多かった。
特に現在は 9 月末までとなっている特例措置の期間については、
さらなる延長が必要と考えられる。
また、事業者への支援に関して、中小企業はもとより大企業向けの支援の充実が必要との
意見、融資枠や家賃支援給付金、GoTo キャンペーン等現行の対策の拡充や推進を求める意
見、
「消費税や入湯税の減税」
、
「返済開始後の支援」
、
「ビジネスモデル変更・感染防止対策・
業務改善に向けた支援」に関する意見などがあった。
また、各種対策の手続きの簡素化や相談窓口の充実に関する意見も数件あった。
①雇用調整助成金特例措置の期間延長など
・雇用調整助成金の特例措置を 2021 年３月まで延長してほしい（倉庫業）
・雇用調整助成金の改善、拡充、延長の検討（鉄鋼業）
・雇用調整助成金特例措置の延長（その他製造業）
・雇用調整助成金の適用拡大とさらなる申請手続きの簡素化をしていただきたい（サー
ビス業）
・雇用調整助成金は未だ入金なし。申請は社労士へ４か月前にし手数料も支払っている
が追加の書類提出を求められてばかり（ホテル旅館業）
・雇用調整助成金特例措置の延長（ホテル旅館業）
・雇用調整助成金のさらなる拡充（不動産業）
②事業者への支援の充実
・中小企業等への支援の更なる充実（報道）
・影響を多く受ける中小企業への迅速な支援（総合商社）
・中小企業への支援策（金融・保険業）
・補助金・助成金の充実（報道）
・支援制度の延長、拡大（運輸業）
・助成金、給付金の期間延長、回数増が中小企業には不可欠（ホテル旅館業）
・大企業向けの支援制度の拡充（運輸業）
・引き続きコロナ禍での事業継続が強いられる中で、地域経済が再興を果たしていくた
めには、特に深刻な状況にある小規模事業者への追加支援は不可欠（報道）
・新型コロナウイルスの影響は長期に渡ると考えている。今後も継続的な支援策をお願
いする（その他製造業）
・各種補助金や猶予措置は足元環境も踏まえ継続（金融・保険業）
・雇用維持・事業継続の観点から、今後も財政出動が必要になるものと考えられるが、限
られた財源を必要なところに届ける賢い財源の使い方（その他）
・融資枠の拡充（報道）
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・
「実質無利子・無担保・無保証料など各種融資策の拡充」
「令和３年度の固定資産税・都
市計画税の減免」
（運輸業）
・家賃支援給付金のさらなる拡充(不動産業)
・GoTo トラベルキャンペーンの推進（サービス業）
・現場の実態を十分に理解し、事業者の負担を軽減する形での GoTo キャンペーン等の実
施（ホテル旅館業）
・新規助成制度の創出（その他製造業）
・消費税の軽減（ホテル旅館業）
・固定資産税のみではなく入湯税等の各種税金の減免措置（ホテル旅館業）
・コロナ対策資金借入に関する返済開始後の支援（ホテル旅館業）
・ビジネスモデル変更に対する補助金（ホテル旅館業）
・感染防止対策を行っている企業への助成金支給等の優遇措置の実施や中小零細企業の
業務改善に向けた支援（金融・保険業）
③手続きの簡素化等に対する意見
・手続きが煩雑、適用条件が限定的（情報通信業）
・各種申請の簡素化及びシステム化（オンライン申請を含む）（物品賃貸業）
・各種補助金や猶予措置の事務の煩雑さはお客さまの声を踏まえ、再検討が必要と感じ
ている（金融・保険業）
・各対策活用の相談窓口の充実（鉄鋼業）
（２）デジタル化への支援に関する意見
デジタル化やテレワーク導入への支援に関する意見が数件あった。
・社会全体のデジタル化推進（情報通信業）
・テレワーク導入支援策（情報通信業）
・IT を活用（Web 会議、テレワークなど）による投資に係る補助金制度について、中小・
小規模企業にとってもっと使い勝手がよく申請しやすい制度の拡充（中企庁の IT 導入
補助金や厚労省のテレワーク助成金よりも）
（報道）
（３）ワクチン・治療薬・医療・検査体制等に関する意見
・治療薬・ワクチンの開発に力を入れてほしい（化学工業）
・新コロナワクチンの早期開発と検査キットの配布（運輸業）
・ワクチンの早期実現（国内産の開発支援）
、接種ワクチン確保（その他製造業）
・治療薬・ワクチン等の更なる研究開発支援（サービス業）
・新型感染症に即応できる保健所機能及び体制拡充の法的根拠明定、ウイルス、細菌に関
する基礎的研究及び創薬、ワクチン開発に対する資金的支援（ホテル旅館業）
・簡易検査の確立（建設業）
・PCR 検査拡充（金融・保険業）
・感染拡大防止策の拡充（報道）
・効果的な感染防止対策を期待している（技術サービス業）
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・医療従事者への救援策（食料品等製造業）
・医療機関への支援、遠隔医療の拡充（電気・ガス業）

（４）その他
・第 2 波が発生した際の明確な意思決定（建設業）
・各種施策が充分に効果を発揮するよう、①国・自治体の連携の強化、②リスクコミュニ
ケーションの高度化（その他）
・休暇・休日・長期休みの分散化（ホテル旅館業）
・感染が現実に存在し、業者への予防や自粛だけなく、実際に感染した後の対応（ホテル
旅館業）
・安全対策と経済対策のバランスをとった政策をお願いしたい（サービス業）
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Ｑ９．今後さらに道に求めたい対策（自由記述）
今後さらに道に求めたい対策について、いただいた意見を以下の通り整理した。
（１）経済対策に関する意見
「各事業者への支援」に関する意見としては、中小企業等への支援が必要との一般的な意
見、融資枠の拡充の他、
「どうみん割のさらなる実施」を含めた「観光需要や道産品需要の
喚起」に関する意見が多く寄せられた。
①各事業者への支援
・中小企業支援の継続（総合商社）
・中小企業等への支援の更なる充実（報道）
・補助金・助成金の充実（報道）
・支援制度の延長、拡大（運輸業）
・助成金、給付金の期間延長、回数増が中小企業には不可欠（ホテル旅館業）
・引き続きコロナ禍での事業継続が強いられる中で、地域経済が再興を果たしていくた
めには、特に深刻な状況にある小規模事業者への追加支援は不可欠（報道）
・
「実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠」
「新北海道スタイルを実践してい
る商業店舗等を対象としたプレミアム付商品券」
「新北海道スタイルの構築に協力する
交通事業者等の割引乗車券等へ補助」（運輸業）
・国と連携したきめ細かな各種融資策の継続（総合商社）
・融資枠の拡充（報道）
・実質無利子・無担保・無保証料等の独自の融資枠の継続・拡大（金融・保険業）
・法人税の軽減（ホテル旅館業）
・感染拡大防止対策費用の支援（鉄鋼業）
・感染防止対策を行っている企業への助成金支給等の優遇措置の実施や中小零細企業の
業務改善に向けた支援（金融・保険業）
②観光需要や道産品需要の喚起
・どうみん割の更なる実施（サービス業）
・どうみん割の継続・拡大（金融・保険業）
・事業者の混乱回避と負担軽減のための、
「どうみん割」事業スキームの簡略化、および
「サッポロ夏割」等、各自治体キャンペーンの事業スキーム共通化に向けた調整等（ホ
テル旅館業）
・どうみん割は情報が当事者に来るタイミングが遅すぎ、実務にかなり支障が出た。問い
合わせ対応に手間ばかりかかった（ホテル旅館業）
・域内観光への長期助成や販促キャンペーン（ホテル旅館業）
・屋外型体験ツアー実施（密を防ぐ）や、屋内施設の有効活用（共働き家庭の子供一時預
かり等）
（金融・保険業）
・宿泊業へ従事する者の割引交付等（ホテル旅館業）
・中小企業（特に観光業）への支援策（金融・保険業）
・道外・海外からのリモート観光や Web からの廉価な道産食材のお取り寄せポータルサ
18

イトの設置（情報通信業）
・道産品の海外への輸出を増やす対策をしてほしい（倉庫業）
・道内公共機関での道産品優先指定による道内企業への支援（鉄鋼業）
（２）デジタル化やテレワーク導入への支援に関する意見
・情報の周知と受信確認のためのネットワーク構築（物品賃貸業）
・IT を活用（Web 会議、テレワークなど）による投資に係る補助金制度について、中小・
小規模企業にとってもっと使い勝手がよく申請しやすい制度の拡充（中企庁の IT 導入
補助金や厚労省のテレワーク助成金よりも）
（報道）
・テレワークにより適した生活環境の提供。
（北海道が）夏は快適であることの訴求強化
（電気・ガス業）
（３）感染防止対策・医療・検査体制等に関する意見
・感染拡大防止策の拡充（報道）
・効果的な感染防止対策を期待している（技術サービス業）
・空港・港湾での水際対策、観光地（飲食店、屋内の観光スポット等）における感染予防
対策の予算付けと周知徹底（その他）
・道内の感染者の約６割が札幌で発生しており、その抑制と感染拡大防止のために道・市
が連携して対策を講じていくこと（その他）
・有効かつ今後の感染防止に直結する北海道コロナ通知システムの改善（不動産業）
・夜の歓楽街等への巡回指導の実施、
「新北海道スタイル」ステッカーへのステータス確
立と認知度アップ（その他製造業）
・指定病院の増加と増床（運輸業）
・検査体制の拡充（料金も含めて）いつでも誰でも受診できるように（化学工業）
・検査体制のさらなる拡充、病床数の確保、感染予防の水際対策の強化（その他製造業）
・保健所の人的体制の強化、ＰＣＲ検査体制の拡充（ホテル旅館業）
・医療従事者への救援策（食料品等製造業）
（４）その他
・働き方の多様化に伴う交通や輸送などの整備支援（物品賃貸業）
・第 2 波が発生した際の明確な意思決定（建設業）
・自治体への支援、それがひいては企業への援助となる（ホテル旅館業）
・安全対策と経済対策のバランスをとった政策をお願いしたい（サービス業）
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Ｑ１０．
『ウイズコロナ』に関する今後の北海道全体の方向性
ここでは、
「感染拡大防止重視」か「経済重視」かという巷間よく言われる論点について
尋ねている。

Q10.『ウイズコロナ』に関する北海道全体の方向性
わからない・なんと
も言えない, 8.0%

その他, 無回答, 2.3%
2.3%

現在感染者がゼロになるなど完全に終
息するまでは、感染拡大防止を重視す
べき, 4.6%

今後は「自粛・休業」を一切行わないな
ど、経済活動を重視すべき, 2.3%

可能な限り感染拡大防止を図りつつ、経済活動の維
持との「両立」を目指すべきであり、それにより「自
粛・休業」と「解除」を繰り返してもやむをえない,
80.5%

「可能な限り感染拡大防止を図りつつ、経済活動の維持との「両立」を目指すべきであり、
それにより「自粛・休業」と「解除」を繰り返してもやむをえない」が 80.5％と全体の 8 割
を超える結果となった。
積極的に「自粛・休業を望む」企業は１社もないと断言してよいと思うが、にも関わらず、
「両立とそれに伴う自粛・休業の繰り返し」にある種のコンセンサスがあるということは、
現時点で事態発生から約半年を経過し、北海道だけが第２波まで経験し、かつ第２波も完全
には収束していない状況を踏まえると、好むと好まざるとに関わらず、中長期的に「ウイズ
コロナ」に立ち向かわざるをえない道内企業の現実認識と覚悟の現れとみることができる。
だからこそ、次に見るような「新北海道スタイル」の実践等を通じて、可能な限り、次の
「自粛・休業」が必要となるまでの期間を遅らせること、仮に「自粛・休業」となってもそ
の期間を短くすること、感染状況に応じ地域を細かくわけて対応し経済への影響を最小限
にとどめることなどの工夫が必要と考えられる。
さらには、
「自粛・休業による行動変容」モデル以外の「両立モデル」
（例えば、検査の増
加による早期発見・早期対応など）の可能性も、国・道・専門家等が連携しながら探ってい
くことが望まれる。

20

Ｑ１１．
「新北海道スタイル」の実践状況
「新北海道スタイル」とは、感染リスク低減と経済活動の「両立」を図るため、「道民と
事業者双方が、感染リスクを低減させる「新しい生活様式」を実践、可視化し、北海道らし
いライフスタイル・ビジネススタイルとして日常に浸透・定着させる道民運動」のことであ
り、北海道知事により提唱された。
ここではその認知状況や実践状況を尋ねている。

Ｑ１１．「新北海道スタイル」の実践状況
費用負担や売り
上げへの影響が
大きい内容も含
めて実践している
（例：「空調設備等
大規模な設備改
良」「座席数の半
減」「イベント規模
の縮小」など）,
25.3%

その他, 2.3%

無回答, 0.0%

知らない・聞いた
ことがない, 0.0%

知っているが、実
践はしていない,
1.1%

費用負担や売り
上げへの影響が
軽微な内容を中
心に実践している
（例：「従業員のマ
スク着用」「従業
員の健康管理」
「消毒液の確保」
など）, 71.3%
上図の通り、ほとんど全ての企業で「新北海道スタイル」が実践されていることがわかっ
た。
そのうち、
「費用負担や売り上げへの影響が軽微な内容を中心に実践している」が 71.3％
であったが、
「費用負担や売り上げへの影響が大きい内容を含めて実践している」も 25.3％
とかなりの割合にのぼった。
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Ｑ１２「新北海道スタイル」によって考えられる「ビジネスチャンス」の内容、
「ビジネス
チャンス」につなげるために今後必要な施策（自由記述）
北海道知事の提唱する「新北海道スタイル」には、感染リスク低減に向けた事業者の取組
や道民の生活様式の変革を「ビジネスチャンスの拡大」につなげていくとの意味も含まれて
いるが、ここでは具体的なビジネスチャンスや、そのために必要な施策等について、自由に
回答いただいた。
多かったのはデジタル化に関連したビジネスチャンスについての意見であった。
また、新北海道スタイルの実践等を通じた「安全・安心な北海道のアピール」がビジネス
チャンスにつながるとの趣旨も意見も数件あった。
そのほか、
「巣ごもり・内食」や「生活・衛生」
、
「地産地消・地元」などをキーワードと
する意見、
「交通」に関わる意見があった
一方で、ビジネスチャンスとするためには「新規事業挑戦への補助金が必要」との意見や、
「具体的目安を示してほしい」
「ビジネスチャンス拡大になるとの意味は不明」といった厳
しい意見も見られた。
①デジタル化関連
・効率化・経費削減・非接触・非対面を目的とした DX(デジタルトランスフォーメーショ
ン)の展開（情報通信業）
・テレワーク、オンライン会議等の導入による働き方改革の促進（建設業）
・デジタル技術の利用（報道）
・デジタル活用による働き方改革（金融・保険業）
・E コマース強化、業務デジタル化（卸売・小売業）
・正確な情報を待っている読者が数多くいるということ。ステイホームに伴うネット利
用増加を電子版の普及に繋げていく（報道）
・在宅勤務の要望が高まることで IT インフラの整備やペーパーレスや事務作業の効率化
を目指したシステム更改のニーズが高まること。上記のような IT 投資意欲を減退させ
ないための補助金や景気を下支えする施策が必要と考える（情報通信業）
・非対面サービス（ネット取引、アプリ等）や業務改善に向けたコンサルティングの拡大
が想定され、そうした顧客をしっかりキャッチアップし、お客様・地域に貢献してい
く。
（金融・保険業）
・ICT 技術等を活用した省力化・非接触型ビジネスモデルの構築をヒトとカネから支援す
る施策等（総合商社）
・テレワークの一層の普及に伴う通信やシステム需要の拡大（情報通信業）
・新型コロナの長期化により、オンラインによる学習や会議等、IT を駆使したアプロー
チが更に加速。企業の IT インフラの整備に向けた補助金等、推進していく枠組みを構
築することが必要と感じる（金融・保険業）
②安全・安心のアピール
・感染リスク低減措置による「安心・安全」を道内のみならず、道外の潜在的顧客層に訴
求し、それにより顧客を呼び込んでいくこと（その他）
・しっかり対策ができている企業（店）をお客様が選択されることがチャンスと考える
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（ホテル旅館業）
・弊社一部施設が保有する大規模宴会場は、ソーシャルディスタンス確保及び密状態回
避上有利に働くと期待（ホテル旅館業）
・安全な公共交通アピール（運輸業）
・オール北海道での「新北海道スタイル」の実践と医療機関へのバックアップ体制の強化
により、安心・安全な地域として道外にアピールすること（その他製造業）
・安心して買い物に来ていただける環境整備（卸売・小売業）
・避暑地としてのビジネスチャンスの活用（電気・ガス業）
③巣ごもりや内食関連・生活衛生関連・地元需要の喚起関連
・食の安全、健康に対する関心の高まり、内食需要拡大、新商品開発、衛生管理強化（食
料品等製造業）
・巣ごもり消費の増大に伴う家庭用パック卵の消費拡大（食料品等製造業）
・生活、衛生用品の拡充（その他製造業）
・テイクアウト容器購入の補助、サーモ体温計等の無料貸出（ホテル旅館業）
・地元に近い方の利用者への特典、食事の提供方法、メニューの開発（ホテル旅館業）
・地産地消。北海道には各地域に良いものがたくさんある。その土地で味わう魅力に注目
し生かした屋外イベントなど。
（ホテル旅館業）
④交通関連
・密を避けた移動手段として、新たな移動システムの創出と車需要の喚起（その他製造
業）
・目先では新千歳空港の国内外路線の回復。中長期的には札幌駅前開発の計画通りの進
捗（総合商社）
⑤その他
・with コロナによる新しい雇用や働き方が進むことにより、既存のビジネス形態が多様
化し、新しいビジネスの芽が生まれてくると思われる（物品賃貸業）
・ビジネスモデル変更について、新規事業挑戦への補助金（ホテル旅館業）
・感染症対策に向けた建物改修（換気性能を向上させる空調設備や室内改修）、医療従事
者の院内行動の効率化を図るシステム開発（建設業）
・生活スタイルが変わることで、顧客が求めるニーズも当然変わってくる。新たに生まれ
るそのニーズに対応した製品の製造・販売が「ビジネスチャンス」になると考える（そ
の他製造業）
・今後の新常態も見据えて、各社が事業戦略や財務戦略を再設定する動きもあり、総合金
融 G としてソリューションを提供する機会が増加していくと考えている（金融・保険
業）
・地域経済の下支えとして、資金需要にお応えしている。従前、お付き合いのない事業者
との取引も発生している（金融・保険業）
・生活スタイル、ビジネススタイルの変化による電力需要の増加（電気・ガス業）
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・働き方の新しいスタイルを推進していく上で設備投資が必要となるものがあり、内需
拡大につながっていくと思われる。そこに様々なビジネスチャンスが存在すると思う
（金融・保険業）
・段階的な具体的目安を示してほしい（サービス業）
・人との対面がサービス業での基本であり、ビジネスチャンスの拡大になるという意味
は不明（ホテル旅館業）
・新スタイルの中には確かに新たなビジネスチャンスもあると思うが、移行過程等も含
め、全体的な視点は必要と考える（サービス業）
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Ｑ１３.「アフターコロナ」の北海道にとって重要な「食」と「観光」に関する取り組み
これまで当会では、人口減少・少子高齢化が進む中、北海道の強みである「食」と「観光」
を中心に、
「国外需要（輸出やインバウンドなど）」
「国内需要」を取り込むことが、北海道
の持続的な発展にとって重要と考え、様々な活動に取り組んできた。新型コロナウイルス感
染症終息後のいわゆる「アフターコロナ」の北海道にとっても、
「食と観光」に関する取り
組みは引き続き重要と考えられる一方で、様々な見直しや強化も必要と考えられる。
そうした観点から、ここでは「食」と「観光」それぞれについて、重要と考えられる取り
組みを２つまで選んでもらうとともに、より具体的な方策やアイディア等について自由記
述で回答いただいた。
（１）
「アフターコロナ」の北海道にとって重要な「食」に関する取り組み（２つまで選択）
Q13（食について） アフターコロナで特に重要と考える取り組み（２つまで選択）
0.0%

5.0%

食の輸出のさらなる拡大

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
11.5%

道産食品への道内需要・国内需要の喚起

40.2%

食関連産業の付加価値向上の取り組み

32.2%

食関連産業のスマート化による生産性向上

13.8%

「食」の「北海道ブランド」の国内外への情報発信の強化

31.0%

「食」を支える物流のスマート化・効率化

13.8%

「食」に関わる人材育成・確保

10.3%

「食」と「観光」の連携・融合に関わる取り組み（ワインツーリズムなど）

25.3%

その他

1.1%

「食」に関しては「道産食品の道内需要・国内需要の喚起」が 40.2％と最も多く、次いで
「食関連産業の付加価値向上の取り組み」が 32.2％、
「食の「北海道ブランド」の国内外へ
の情報発信の強化」とが 31.0％、
「食と観光の連携・融合に関わる取り組み」が 25.3％であ
った。
【具体的方策やアイディア（自由記述）
】
①食の輸出のさらなる拡大
・安全安心を更にアピールして輸出を増やす（化学工業）
②道産食品への道内需要・国内需要の喚起
・食料自給率の上昇の推進（運輸業）
・コンサドーレ、レパンガといった道内プロスポーツチームとタイアップし、生産品・商
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品の農家支援（フードレスキューヒーロー）等の拡充・サポート（建設業）
・従来はマルシェ等による集客であったが、今後当面はネットでの販売に注力すべきか
と思う（建設業）
・季節ごとの食材分類と季節ごとの PR 強化（窯業等製造業）
・サンプル品の提供（ホテル旅館業）
・地産地消（ホテル旅館業）
・自給率拡大に向けた生産体制（その他製造業）
・食料を国内で自給できることを目標にする（情報通信業）
③食関連産業の付加価値向上の取り組み
・自分で作った料理や店で提供される料理にスマホをかざすと AI によりカロリーが表示
されるアプリが開発されると面白い（物品賃貸業）
・北海道展などの国民への周知（運輸業）
・他業種とのコラボで付加価値向上（窯業等製造業）
・食（原材料）そのもののブランド力はあるものの、それを加工し付加価値の高い商品の
提供が弱く、その向上がさらなる発展には不可欠（金融・保険業）
・食糧の「生産基地」ではなく、
「食の備蓄基地」として、最新技術を導入した保管場所
の確保と付加価値を高めた商品の開発（その他製造業）
・輸入代替率を上げるための食品加工の提案（情報通信業）
④食関連産業のスマート化による生産性向上
・外食企業がコロナ対策をしっかり行い、安心して消費者が外食できるようにしてほし
い（化学工業）
・食品仕入れの選択が増える（ホテル旅館業）
・自給率拡大に向けた生産体制（その他製造業）
・一次・二次加工の集約化・大手食品メーカーとの協業による効率化等（総合商社）
・機械化の推進による省人化（サービス業）
・ブロックチェーン導入⇒道産品のトレーサビリティに活用することでブランド化・安
全性／品質確保に役立つほか、消費者データ等を効率的に取得し、マーケティングに活
用できる（金融・保険業）
⑤「食」の「北海道ブランド」の国内外への情報発信の強化
・従来はマルシェ等による集客であったが、今後当面はネットでの販売に注力すべきか
と思う（建設業）
・ブランド力はあるものの、まだまだその魅力の発信が足りず、周知を広めることで道外
（インバウンド含む）の取り込みを図れる余地はまだまだある（金融・保険業）
・非接触型でも道産品の需要を日常化し、国内外底固いものにしていくために SNS やノ
ウハウある事業者と連携した道産品の北海道ブランドの発信と最終的にそれを顧客に
早く・安く・正確に届けることのできる物流ネットワークの構築を現時点から進めてい
くこと（その他）
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・付加価値向上にもつながるが、TV、YouTube 等他いろいろなメディアやキャラクターを
利用し「北海道の食」を特別なものとして情報発信してほしい（その他製造業）
⑥「食」を支える物流のスマート化・効率化
・仕入れ価格の減（ホテル旅館業）
・IT と物流を合わせ品質を落とさずどこへでも届けられる流通網を確立させる（建設業）
・非接触型でも道産品の需要を日常化し、国内外底固いものにしていくために SNS やノ
ウハウある事業者と連携した道産品の北海道ブランドの発信と最終的にそれを顧客に
早く・安く・正確に届けることのできる物流ネットワークの構築を現時点から進めてい
くこと（その他）
・食に対する最先端の地域を目指すため、トップクラスの食品メーカーの研究室の誘致
と大学への支援。保管（保存）場所と物流網の整備はコロナ対策だけでなく、災害対策
にも不可欠（その他製造業）
・ドローン・自動運転活用による物流効率化⇒北海道物流モデルを確立させることで、全
国的（世界的）にもアピールできる（金融・保険業）
⑦「食」に関わる人材育成・確保
・農や漁など第１次産業と第２・３次産業と連携した取り組みをモデル化して若者が集
まる方策を考えてほしい（その他製造業）
⑧「食」と「観光」の連携・融合に関わる取り組み（ワインツーリズムなど）
・例えばラーメンなら、塩・味噌・醤油が 1/3（one-third）ずつ食べられる、など少な
い量で多様に提供していく施設が観光客にも喜ばれるのではないか（物品賃貸業）
・生産者と観光業者がタイアップし、観光地での生産品販売の促進と観光地での消費を
より強化・サポート（建設業）
・地域のファームの観光資源化推進（運輸業）
・どこでも同じような食の提供なので、より差別化された独自の食の提供（サービス業）
⑨その他
（自由記述なし）
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（２）
「アフターコロナ」の北海道にとって重要な「観光」に関する取り組み
（２つまで選択）
Q13（観光について） アフターコロナで特に重要と考える取り組み（２つまで選択）
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

世界的な終息後の外国人観光客（インバウンド）の誘客促進

40.0%

27.6%

国内（道外）観光客の誘客促進

35.6%

道内観光客の誘客促進

24.1%

国内外の富裕層の誘客促進

5.7%

アドベンチャートラベルの一層の推進

5.7%

北海道の観光の魅力の国内外への情報発信の強化

26.4%

道内７空港一括民営化の枠組みなどによる広域観光振興に向けた
道内地域間の連携

24.1%

MaaSの推進や２次交通の充実

16.1%

観光に関わる人材の育成・確保やＤＭＯの強化
その他

35.0%

9.2%
3.4%

アフターコロナに際しての観光に関する取り組みの中で重要との回答が最も多かったの
は、
「国内（道外）観光客の誘客促進」であり 35.6％と頭一つ抜け、それに次ぐ上位がかな
り拮抗し、
「世界的な終息後の外国人観光客（インバウンド）の誘客促進」が 27.6％、
「北海
道の観光の魅力の国内外への情報発信の強化」が 26.4％、
「道内観光客の誘客促進」と「道
内７空港一括民営化の枠組みなどによる広域観光振興に向けた道内地域間の連携」が
24.1％となった。
新型コロナウイルス感染症の発生前までにおいて、当会も含めて、ここ数年の北海道では
インバウンドの誘客に重点的に取り組んできたところである。この背景には人口減少・少子
高齢化に伴い国内・道内の観光客数の頭打ちが想定される中で、全世界的には国際旅行者数
が増えていること（国連世界観光機関 2000 年 6.8 億人→2018 年 14 億人）
、それを受け日
本全体でもインバウンドが急増していたこと（2009 年 949 万人→2018 年 2870 万人）
、外国
人観光客の１人あたりの観光消費額は道内客・国内客に比べて高いことなどがあげられる。
そうした背景自体は、アフターコロナに際しても基本的には変わらないと考えられるこ
と、
「インバウンドの誘客促進も重要」との回答が 3 割近くを占めることからも、北海道に
とって、引き続きインバウンドの誘客促進に取り組むことが重要であることは間違いない。
ただ一方で、今回の設問では「新型コロナウイルス感染症終息後のアフターコロナの北海
道にとって」という前提を置き、インバウンドに関する選択肢に「世界的な終息後の」とい
う前置きを付したにも関わらず、インバウンドと同等かそれ以上に「国内（道外）観光客の
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誘客推進」や「道内観光客の誘客推進」が回答を集めたことは、重く受け止め、今後の取り
組みの参考にしていく必要がある。
国内・道内において人口減少・少子高齢化という大前提は変わらないにしても、その中で
北海道が他の地域に先んじて、余暇時間の多い高齢者を含めた国内・道内の観光客を積極的
に獲得していくことや、観光の付加価値を高め滞在日数を増やすなどして国内客・道内客の
１人あたりの観光消費額を高めていくといった取り組みは、大きな意義がある。
その意味でも、同じく回答率が高かった「北海道の観光の魅力の国内外への情報発信の強
化」や「道内７空港一括民営化の枠組みなどによる広域観光振興に向けた道内地域間の連携」
も重要と言える。
【具体的方策やアイディア（自由記述）
】
⑩世界的な終息後の外国人観光客（インバウンド）の誘客促進
・世界的な終息は数年かかるであろうが、徐々にインバウンドは増えると思うので、長い
目で見るしかないと思います（建設業）
・インバウンド誘致のための割引制度（金融・保険業）
・国内外のお客様が動くことが一番重要と考える（ホテル旅館業）
⑪国内（道外）観光客の誘客促進
・道内温泉地への復活策（運輸業）
・国内観光客についても徐々に増えるであろうが、数年先を見るべき。現時点での東京の
状況を見れば、受け入れは拒否したい（建設業）
・道産食材を使用した料理とのコラボ（窯業等製造業）
・インバウンドが戻るまでかなり時間がかかるので、まず道外客を取り込む施策が必要
（サービス業）
・当面は海外より、国内に目を向け、国内観光客を取り込む施策（GoTo キャンペーン拡
大等）
（その他製造業）
・コロナの感染が長期化する中で当面外国人観光客の減少は続くことが予想され、道内
や近隣県などから観光客を誘客するための取組が必要（金融保険業）
・日本人に向けて更なる観光 PR と施設の改修（建設業）
・外国に頼らない観光の促進（サービス業）
・国内外のお客様が動くことが一番重要と考える（ホテル旅館業）
・多様な形態のテレワーク提案（情報通信業）
・コロナの影響ですぎにインバウンド客を回復させることは困難なので、国内客に来て
もらえる PR を。ドラマや映画の舞台になることで来たくなる方策もよいと思う（他
県との差別化を強調する）
（その他製造業）
⑫道内観光客の誘客促進
・道民限定割引やクーポンによる道内観光のサポートを拡充（建設業）
・国内・道内の観光客の誘客推進、インバウンドに頼った観光はやめるべき（化学工業）
・施設側の申請等なしの全道一律で使用できるクーポン（道民限定クーポン）
（ホテル旅
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館業）
・
「小樽温泉」の登録、隣町小樽へ札幌圏への誘客（ホテル旅館業）
・短期的には「道内」
、中長期では「国内」「外国人」（ホテル旅館業）
・コロナの感染が長期化する中で当面外国人観光客の減少は続くことが予想され、道内
や近隣県などから観光客を誘客するための取組が必要（金融保険業）
⑬国内外の富裕層の誘客促進
（自由記述なし）
⑭アドベンチャートラベルの一層の推進
・2021 年の ATWS 開催に向けて経済界で盛り上げてほしい（サービス）
・VR・AR を活用した北海道疑似体験コンテンツの世界的展開⇒グローバルに「訪れたい
（住みたい）
」
「体験したい」需要を喚起し、将来的な観光需要を増強（金融・保険業）
⑮北海道の観光の魅力の国内外への情報発信の強化
・北海道の魅力地を季節ごとに分け PR の強化（窯業等製造業）
・湯めぐりスタンプラリー等各地を巡れる内容を考える（ホテル旅館業）
・空港などでの北海道の食や自然などを PR するためのプロモーションビデオなどを流す
金融保険業）
・当面は海外より、国内に目を向け、国内観光客を取り込む施策（GoTo キャンペーン拡
大等）
（その他製造業）
・外国に頼らない観光の促進（サービス業）
・安心安全な地域としての取り組みとアピールが重要と考える（その他製造業）
⑯道内７空港一括民営化の枠組みなどによる広域観光振興に向けた道内地域間の連携
・JR と同額の料金設定（運輸業）
・国内・道内の観光客の誘客推進、インバウンドに頼った観光はやめるべき（化学工業）
・交通と観光を有機的に結び付け、ストレスなく観光客に道内観光を楽しんでもらえる
仕組みづくりとともに、そのために必要な各観光地における地域資源の磨きあげと需
要喚起の起爆剤になるようなプロジェクト（IR）の誘致に引き続き取り組むこと（その
他）
・独自の観光トークン（仮想通貨）の導入、ブロックチェーンの活用⇒7 空港をハブとす
る地域経済圏の活性化、リピーター囲込み、マーケット分析、観光客ごとにマッチした
サービス・情報の提供、等に活かせる（金融・保険業）
⑰MaaS の推進や２次交通の充実
・
「移動」の手段のバリエーション拡大・選択肢増（運輸業）
・除雪分野の省力化・自動化の技術開発（総合商社）
・安心安全な避難場所を確保することも重要（その他製造業）
・地域交通手段の維持と多様な旅行ニーズへの両対応を実現する MaaS 検討（情報通信業）
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⑱観光に関わる人材の育成・確保やＤＭＯの強化
・清里町は観光地ではないが、オホーツク圏としての一体感を持つこと（ホテル旅館業）
・観光には仕掛け人が重要。アドバイザーの招へいや観光人材の教育学校を作ることも
一案では（その他製造業）
⑲その他
・道内小・中学校の旅行先を道内にする必要がある。東北海道の認知が少ない中、道外に
している理由がわからない（ホテル旅館業）
・交通と観光を有機的に結び付け、ストレスなく観光客に道内観光を楽しんでもらえる
仕組みづくりとともに、そのために必要な各観光地における地域資源の磨きあげと需
要喚起の起爆剤になるようなプロジェクト（IR）の誘致に引き続き取り組むこと（その
他）
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４．まとめ（今後の対応）
いただいたご回答・ご意見はいずれも大変貴重であり、当会の事業活動や国・道等への
要望活動に活かしていく。特に当面考えられる具体的な対応としては以下の通りである。
（１）国への対応
今回も国への対策に関するご意見として多かった「雇用調整助成金特例措置の期間延長」
や課題として浮き彫りになった「テレワークの推進」などについては、前回第１回の調査結
果報告書で示した方針の通り、毎年度の「国の施策及び予算に関する要望」に緊急要望項目
として盛り込んでおり、政府・与党に要望している。
既に 6 月末から 7 月頭にかけて関係省庁や与党国会議員に要望書を郵送するとともに、
国の出先機関の長（北海道経済産業局長、北海道総合通信局長、北海道労働局長、北海道運
輸局長）に対して説明・要望を行っているところであるが、さらに、8 月中旬を目途に与党
の道内選出国会議員に直接要望する機会をお願いしており、特に 9 月末で期限が切れる「雇
用調整助成金特例措置の期間延長」については、現時点で延長に向けて政府与党で検討され
ているとの情報があるが、その折に強調して要望し実現を期していく。
また、今回の調査結果のうち、2021 年度新入社員の採用に関わる部分は、当会会長が構
成員の北海道新卒者等人材確保促進本部員会議での意見等に役立てていく。
（２）道への対応
当会会長が構成員となっている新北海道スタイル推進協議会や、当会専務理事が構成員
となっている新型コロナウイルス感染症対策検証有識者会議をはじめ、様々な会合・対応の
中で、本調査結果をベースに関係団体とも連携して意見具申や要望を行っていく。
また、道に対しては毎年度秋頃に「道の施策及び予算に関する要望」を行っており、今回
調査の結果を踏まえ、要望項目に盛り込んでいく。現時点で考えられる要望項目としては
「新北海道スタイルのビジネスチャンス化への補助」
「入湯税減免」
「どうみん割の再実施」
「食と観光の北海道ブランドの発信強化」
「テレワークの推進」
「医療・検査体制の強化」な
どがあるが、今後、精査していく。
（３）道経連としての取り組み
今回の調査結果を事務局内に設置したコロナ対策チーム「アマビエ・プロジェクト」の活
動に役立てていくのはもちろん、
「Society5.0WG」
「至福の北海道観光を考える PT」
「食品企
業会議」をはじめ関連する今年度の事業活動や、次年度 2021 年度の事業計画の策定に際し
ても参考にしていく。

以上
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【参考（前回踏査との比較について）
】
今回調査のうち、Ｑ1（売り上げへの影響）とＱ２（直面する課題）については、5 月に実
施した前回調査と同じ設問であるため、大まかな傾向をつかむため、比較を行った。
方法としては、
「前回の全回答者（55 者）と今回の全回答者（87 者）同士の比較」と「前
回と今回で共通して回答いただいた 29 者の比較」の２種類で比較した。
Ｑ１．売り上げへの影響（前回と今回の比較）
Q1.売り上げへの影響（前回と今回の全回答者同士の比較）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

50.9%
51.7%

前年同月と比べて売り上げは減少している
36.4%
33.3%

前年同月と比べて売り上げは変わらない
3.6%
5.7%

前年同月と比べて売り上げは増加している

9.1%
9.2%

無回答

23%

全回答者（無回答除く）の平均売り上げ減少率

16%

前回調査
（4月売り上げ）

今回調査
（6月売り上げ）

Q1.売り上げの減少（前回と今回・共通回答者29者の比較）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

前年同月と比べて売り上げは減少している

41.4%
44.8%

前年同月と比べて売り上げは変わらない

44.8%
44.8%

前年同月と比べて売り上げは増加している

6.9%
6.9%

無回答

6.9%
3.4%

17%
14%

回答者（無回答除く）の平均売り上げ減少率

前回調査
（4月売り上げ）

今回調査
（6月売り上げ）

どちらの比較においても平均の売り上げ減少率はわずかに小さくなっているが、全体の
傾向は前回と今回でほとんど変わらない。
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Ｑ２．現在直面している課題（前回と今回の比較）

Q2.現在直面している課題（前回と今回の全回答者同士の比較）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

54.5%
55.2%

売り上げの減少

18.2%

資金繰りの悪化

事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）

雇用の維持が困難

労働力の不足

休業等による労働力の余剰

10.3%

5.5%
3.4%

10.9%
5.7%

5.5%
3.4%

16.4%
5.7%

43.6%

マスク・消毒液の不足

8.0%

30.9%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

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

18.4%

3.6%
1.1%

9.1%
3.4%

23.6%

その他

特になし

60.0%

13.8%

5.5%
17.2%

前回調査
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今回調査

Ｑ2.現在直面している課題（前回と今回・共通回答者29者の比較）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

44.8%
48.3%

売り上げの減少

13.8%
17.2%

資金繰りの悪化

0.0%

事業が継続困難（廃業・倒産の懸念）

10.3%
6.9%
10.3%

雇用の維持が困難

6.9%
3.4%

労働力の不足

17.2%

休業等による労働力の余剰

6.9%
44.8%

マスク・消毒液の不足

10.3%
24.1%

ＩＴ導入が不十分等によりテレワークが困難

34.5%
10.3%
6.9%

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
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

10.3%

0.0%
31.0%

その他

6.9%
6.9%

特になし

13.8%

前回調査

今回調査

どちらの比較においても「マスク・消毒液の不足」と「休業等におる労働力の余剰」が前
回より改善されていることは明らかに言える。
一方で「売り上げの減少」はほぼ変わらない。
また、
「資金繰りの悪化」
「事業が継続困難」
「雇用の維持が困難」という深刻な課題につ
いて、共通回答者 29 者の比較で悪化しているということは、うち 2～3 者は実際に前回よ
り深刻化していると解される。
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【添付：アンケート調査の設問内容】
【貴社への影響に関する調査】
Ｑ１．新型コロナウイルス感染症により貴社の６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

Ｑ２．上記売り上げの減少を含めて、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
（7）マスク・消毒液の不足

（6）休業等による労働力の余剰
（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

Ｑ３．新型コロナウイルス感染症をきっかけに、貴社の事業方針について、改革や見直しを
検討している内容はありますか？（例：テレワークの導入、働き方改革、生産ラインの自動
化、ＲＰＡの導入、原料輸入先の見直し、業態の拡大など）
。以下に自由に記載下さい。

Ｑ４．テレワークについてお聞きします。「緊急事態宣言や自粛要請」の解除後もテレワー
クを実施していますか？。以下の（1）～（5）から貴社の方針に近いものを１つ選んで番号
を〇で囲んで下さい。
「
（5）その他」を選んだ場合は（

）内に具体内容を記載して下さ

い。
（1）原則全部門でテレワークを導入している
（2）導入可能な部門など、社の一部でテレワークを導入している
（3）自粛期間中は導入していたが、現在はテレワークを導入していない
（4）元々、テレワークは導入していない。
（5）その他(

)
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Ｑ５．新型コロナウイルスにより懸念されていることの１つとして、2021 年度新入社員の
採用への影響があります。採用予定数について以下の（1）～（4）から貴社の方針に近いも
のを１つ選んで番号を〇で囲んで下さい。「
（4）その他」を選んだ場合は（

）内に具体

内容を記載して下さい。
（1）2021 年度の採用予定数は例年より少ない
（2）2021 年度の採用予定数は例年と変わらない
（3）2021 年度の採用予定数は例年より多い
（4）その他(

)

Ｑ６.新入社員の採用活動のオンライン化について、以下の（1）～（6）から貴社の方針に
近いものを１つ選んで番号を〇で囲んで下さい。
「
（6）その他」を選んだ場合は（

）内

に具体内容を記載して下さい。
（1）今回の採用活動にオンラインを取り入れており、次年度以降も継続する予定である
（2）今回の採用活動にオンラインを取り入れているが、次年度以降は今後検討する
（3）今回の採用活動にオンラインは取り入れていないが、次年度以降は取り入れる予定で
ある
（4）今回の採用活動にオンラインは取り入れておらず、次年度以降は今後検討する
（5）今回の採用活動にオンラインは取り入れておらず、今後も取り入れるつもりはない
（6）その他(

)

【国・道の対策について】
Ｑ７.（1）～（21）の新型コロナウイルス感染症対策に関する国・道の主な対策のうち、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（10）その他」
「道の対策（21）そ
の他」を選んだ場合は、具体内容を記載下さい。
回答欄（活用している・活用を検討している対策）

※複数回答可

その他記載欄
（10）その他（国）
（21）その他（道）
《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）国税・地方税・社会保険料の１年間の納税猶予
（4）令和 3 年の固定資産税・都市計画税の減免
（5）雇用調整助成金の特例措置
（6）小学校休業等対応助成金
（7）家賃支援給付金
（8）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
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（9）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）
（10）その他（

）

《道による主な対策》
（11）実質無利子・無担保・無保証料など道独自の融資枠
（12）道産品の通販サイトでの割引販売
（13）休業要請先等で新北海道スタイル実践先への支援金（休業協力・感染リスク低減
支援金、経営持続化臨時特別支援金）
（14）
「北海道短期おしごと情報サイト」
（15）感染拡大防止ガイドラインに沿った取組を実践する事業者への助成金
（16）宿泊事業者の感染予防対策への補助
（17）新北海道スタイルを実践している商業店舗等を対象としたプレミアム付商品券
（18）新北海道スタイルを実践している宿泊施設等への道内旅行割引（どうみん割）
（19）新北海道スタイルの構築に協力する交通事業者の割引乗車券等へ補助
（20）北海道コロナ通知システムへの登録
（21）その他（

）

Ｑ８．今後さらに国に求めたい対策はどのようなことですか？。Ｑ７の（1）～（10）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。

Ｑ９．今後さらに道に求めたい対策はどのようなことですか？。Ｑ７の（11）～（21）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。

【
『ウイズコロナ』
『アフターコロナ』に関する北海道としての対応】
Ｑ１０．北海道は全国で唯一「第２波」に見舞われ、「第３波」以降も想定されます
『ウイズコロナ』に関する今後の北海道全体の方向性について、以下の（1）～（5）か
ら貴社の考えに近いものを１つ選んで番号を〇で囲んで下さい。
「（5）その他」を選ん
だ場合は（

）内に具体内容を記載して下さい。

（1）現在感染者がゼロになるなど完全に終息するまでは、感染拡大防止を重視すべき
（2）今後は「自粛・休業」を一切行わないなど、経済活動を重視すべき
（3）可能な限り感染拡大防止を図りつつ、経済活動の維持との「両立」を目指すべき
であり、それにより「自粛・休業」と「解除」を繰り返してもやむをえない
（4）わからない・なんとも言えない
（5）その他(

)
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Ｑ１１．北海道知事からは、感染リスク低減と経済活動の「両立」を図るため、
「新北
海道スタイル」が提唱されています（資料を添付しています）。「新北海道スタイル」に
ついて、以下の（1）～（5）から貴社の現状に近いものを１つ選んで番号を〇で囲んで
下さい。
「
（5）その他」を選んだ場合は（

）内に具体内容を記載して下さい。

（1）知らない・聞いたことがない。
（2）知っているが、実践はしていない
（3）費用負担や売り上げへの影響が軽微な内容を中心に実践している（例：
「従業員のマス
ク着用」
「従業員の健康管理」
「消毒液の確保」など）
（4）費用負担や売り上げへの影響が大きい内容も含めて実践している(例：
「空調設備等大
規模な設備改良」
「座席数の半減」「イベント規模の縮小」など)
（5）その他(

)

Ｑ１２．北海道知事の提唱する「新北海道スタイル」は、感染リスク低減に向けた事業者
の取り組みや道民の生活様式の変革を「ビジネチャンスの拡大」につなげていくとの意味
も含まれています。貴社にとって考えられる「ビジネスチャンス」はなんだと思います
が？、または「ビジネスチャンス」につなげるために今後どのような施策が必要だと思い
ますか？。自由に記載下さい。
[自由記述欄]

Ｑ１３．これまで当会としては、人口減少・少子高齢化が進み「道内需要」が減少する中で
は、北海道の強みである「食」と「観光」を中心に、
「国内需要」
「国外需要（輸出やインバ
ウンドなど）
」を取り込むことが、北海道の持続的な発展にとって重要と考え、様々な活動
に取り組んできました。新型コロナウイルス感染症終息後のいわゆる『アフター・コロナ』
の北海道にとっても、「食と観光」に関する取り組みは引き続き重要と考えられる一方で、
様々な見直しや強化も必要と考えられます。以下の「食」に関する取り組みの（1）～（9）
から特に重要と考えるものを２つまで、
「観光」に関する取り組みの（10）～（19）から特
に重要と考えるものを２つまで、それぞれ選んで番号を〇で囲んで下さい。「（9）その他」
「
（19）その他」を選んだ場合は（

）内に具体内容を記載して下さい。また、選んだ回

答番号に関し、より具体的な方策やアイディア等あれば、自由記述欄に記載下さい。
《食に関する取り組み》

以下の（1）～（9）から２つまで選んでください

（1）食の輸出のさらなる拡大
（2）道産食品への道内需要・国内需要の喚起
（3）食関連産業の付加価値向上の取り組み
（4）食関連産業のスマート化による生産性向上
（5）
「食」の「北海道ブランド」の国内外への情報発信の強化
（6）
「食」を支える物流のスマート化・効率化
39

（7）
「食」に関わる人材育成・確保
（8）
「食」と「観光」の連携・融合に関わる取り組み（ワインツーリズムなど）
（9）その他（

）

選んだ回答についてより具体的な方策やアイディア等（自由記述）
選んだ回答番号

《観光に関する取り組み》

より具体的な方策やアイディア等

以下の（10）～（19）から２つまで選んでください

（10）世界的な終息後の外国人観光客（インバウンド）の誘客促進
（11）国内（道外）観光客の誘客促進
（12）道内観光客の誘客促進
（13）国内外の富裕層の誘客促進
（14）アドベンチャートラベルの一層の推進
（15）北海道の観光の魅力の国内外への情報発信の強化
（16）道内７空港一括民営化の枠組みなどによる広域観光振興に向けた道内地域間の連携
（17）MaaS の推進や２次交通の充実
（18）観光に関わる人材の育成・確保やＤＭＯの強化
（19）その他（

）

選んだ回答についてより具体的な方策やアイディア等（自由記述）
選んだ回答番号

より具体的な方策やアイディア等

ご協力ありがとうございました。
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