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「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３回）への
協力のお願い
さて、これまで当会では、新型コロナウイルス感染症への対応に関し、会員の意見募集（3月）や２回のア
ンケート調査（5月・7月）を通じて、現場実態や会員の皆様のご意見を把握するとともに、経済8団体で情報
共有・連携を図りながら、国や道への要望をはじめ各種活動を行ってまいりました。
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
ていますが、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ます。
未だ完全終息には至らず、「ウイズコロナ」に次年度以降も直面せざるをえない事態の中、特に今回は、
１１月下旬に予定しています「毎年度の道の施策・予算に関する要望」、今後想定される国の第３次補正予算
への対応の検討、今後策定いたします２０２１年度事業計画の検討などに役立てるために、７月に行った
第２回に引き続き、第３回調査を行うものであります。
５月に実施した第１回調査では５５者の会員の皆様に、７月に実施した第２回調査では８７者の会員の皆様
に回答をいただきました。ご協力いただいた会員においては、お忙しい中、ご回答を賜り、改めて感謝申し上
げます。
しかしながら、当会の会員数は現時点で５１６者にのぼっており、当会としては可能な限り多くの会員の皆
様のご意見やナマの声を把握・反映しながら、事業活動を進めてまいりたいと考えております。
ご多忙の折、また、各所から同種の調査が送付されていると推察される中、お手間をおかけするのは大変恐
縮ではありますが、回答可能な設問のみ回答いただくことでも構いません。
ＰＤＦ及びワードファイル（※どちらも同じ内容です。使用しやすい方をご使用下さい）にて調査票を添付
いたしますので、メールまたはＦＡＸにて１１月１２日（木）までに、調査票記載の担当者に提出をお願いし
ます。
なお、このアンケートについては、並行して郵送させていただいております。重ねての送付で大変申し訳あ
りませんが、上記の通り、可能な限り多くの会員の皆様にご回答を賜りたいとの趣旨で、ご理解をいただけれ
ば幸いです。
何卒、趣旨ご賢察の上、アンケート調査にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

■調査票は下記からのダウンロードも可能です
＜調査票（word）＞ http://www.dokeiren.gr.jp/assets/files/docs/cyosahyo3.docx
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【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、会員の意見募集（3 月）や２回
の調査（5 月・7 月）を通じて、現場実態や会員の皆様のご意見を把握するとともに、経済 8 団体
で情報共有・連携をが図りながら、国や道への要望をはじめ各種活動を行ってまいりました。
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
続的に講じていますが、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ます。
未だ完全終息には至らず、
「ウイズコロナ」に次年度以降も直面せざるをえない事態の中、特に
今回は、１１月下旬に予定しています「毎年度の道の施策・予算に関する要望」
、今後想定される
国の第３次補正予算への対応の検討、今後策定いたします２０２１年度事業計画の検討などに役立
てるために、７月に行った第２回に引き続き、第３回調査を行うものであります。
メールまたはＦＡＸにて１１月１２日（木）までに、上記担当者に提出をお願いします。
なお、調査結果については、道経連通信等で適宜会員の皆様に情報提供させていただく予定です。
趣旨ご賢察の上、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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【貴社への影響に関する調査】
Ｑ１．これまでの貴社の売り上げへの影響についてお尋ねします。
「４月・５月・６月の３ヶ月平
均」
「７月・８月・９月の３か月平均」
「１０月」の３つの時期について、前年同期と比較して
売り上げが概ね何割程度減少（または増加）したか、下表を埋めて下さい。変わらない場合は該当
する欄に〇をつけて下さい
前年同期と比較して

４月・５月・６月の

７月・８月・９月の

売り上げは

３ヶ月平均

３ヶ月平均

減少している

（

（

）割程度

減少している

１０月

）割程度

（

減少している

）割程度

減少している

変わらない
増加している

（

）割程度

（

増加している

）割程度

（

増加している

）割程度

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（

）内に具体内容を記載して下さい。

（1）売り上げの減少

（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

【今後の見通しについて】
Ｑ３．新型コロナウイルス感染症が貴社に影響を与える期間について、今後の見通しをどう考えま
すか？。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。
「
（7）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）今でも影響はない
（2）あと半年未満で影響は収まる
（3）今後、半年～１年程度影響は続く
（4）今後、１年～２年程度影響は続く
（5）今後、２年以上数年に亘り影響は続く
（6）わからない・見通せない
（7）その他（

）
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【国・道の対策について】
これまでの国・道による主な対策を以下表にまとめました。以降のＱ４～Ｑ６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
（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（働き方改革推進支援助成金テレワークコースなど）
（9）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）外国人技能実習生等の入国時の掛かり増し費用支援
（16）離職者への異業種への転職支援（受入企業への支援金支給）
（17）テレワークを導入する企業への機器整備支援
（18）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
（19）宿泊事業者の感染予防対策への補助
（20）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
（21）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）
（22）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
（23）北海道コロナ通知システムへの登録
（24）その他（

）

Ｑ４.上記表（1）～（24）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（24）その他」を選んだ
場合は、具体名等を記載下さい。
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）
（24）その他（道）
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Ｑ５.前頁表（1）～（24）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、今
後も継続（または再度の実施等）を望む対策を全て選び、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（24）その他」を選んだ場合は、具
体名等を記載下さい。
回答欄（継続や再度の実施を望む対策） ※複数回答可
その他記載欄
（10）その他（国）
（24）その他（道）
Ｑ６.前頁表（1）～（24）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、今
後、拡充や改善を望む対策を全て選び、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（24）その他」を選んだ場合は、具体名等を記載下
さい。
回答欄（拡充や改善を望む対策） ※複数回答可
その他記載欄
（10）その他（国）
（24）その他（道）
Ｑ７．今後さらに国に求める対策はどのようなことですか？。Ｑ４～Ｑ６の回答の補足や、前頁表
以外の新たな対策の実施の要望も含め、自由に記載下さい。

Ｑ８．今後さらに道に求める対策はどのようなことですか？。Ｑ４～Ｑ６の回答の補足や、前頁表
以外の新たな対策の実施の要望も含め、自由に記載下さい。

4

Ｑ９．７月に実施した前回第２回の調査では、
「ウイズコロナに関する今後の北海道全体の方向性」
という設問について「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」
との回答が８割を超えました。
「両立」を前提にした上で、現時点で、道が特に重視すべきこと・
重点的に取り組むべきことはなんだと考えますか？。以下のうち、貴社の考えに近い重要と考える
ものを２つまで選んで〇をつけてください。
「
（8）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）消費マインドの回復・需要喚起・道内経済の循環に向け、前向きなメッセージの発信や実効
性のある取り組みを行うこと
（2）道民や事業者に対して、今以上に感染防止対策を徹底させること
（3）検査体制のさらなる強化や国・道の接触確認アプリの登録者向上により、早期発見・早期
対応を一層推進すること
（4）企業の事業継続や雇用維持に向けた対策を徹底すること
（5）今後の収束時期や、各種融資策の返済時期、雇用環境の悪化など先々を見据えて、今後数年
の北海道経済の持続化に向けた総合的な対策を講じること
（6）テレワークの導入などのデジタル化を推進すること
（7）生産拠点やサテライトオフィスの誘致、ワーケーションなど、北海道の定住人口の拡大や関
係人口創出に資する取り組みを行うこと
（8）その他（

）

ご協力ありがとうございました。
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