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新型コロナウイルス感染症に伴う道内経済への影響に関する 

緊急ヒアリング 第２回結果概要 
 

令和 2年（2020年）3月 24日 

経済部経済企画局経済企画課 

 

Ⅰ 実施の概要 
○実 施 期 間：令和２年（2020年）３月４日～１２日 

 ○方 法：経済部関係課及び振興局による事業者ヒアリング 

 ○事 業 者 数：道内事業者 185社 

             宿泊業３１社、運輸サービス業２社、小売業３７社、 

飲食サービス業１７社、製造業（食品を除く）５社、卸売業６社、 

食品製造業６３社、クリーニング業２社、建設業２２社 

 

 ○項 目：▷影響の有無について（「現在」及び「長期化した場合」） 

▷具体的な影響について（売上・受注の減、コストの増など） 

▷影響に対する対策・対応について 

▷従業員の労働環境の配慮について 

▷緊急事態宣言の影響について 

▷小中学校等の休校の影響について 

▷行政（国、道等）への要望・意見について 

 
 

Ⅱ ヒアリング結果 

 １ 新型コロナウイルス感染症による売上等への影響について 

 【概 要】 

   ・ 売上等への影響について、108 事業者が「大きく減少した」または「多少減少した」としている。

また、長期化した場合は、141事業者が「大きく減少する」または「多少減少する」としている。 

   ・ 具体的な影響としては、122 事業者が「外出の自粛による売上等の減少」、102 事業者が「旅行客の

減少による売上等の減少」、65事業者が「イベント等の中止・縮小等による売上等の減少」と回答し

ている。 

   ・  前回のヒアリングに比べ、大きく減少したとする回答の比率が大きく高まっており、影響の内容も

より深刻化が進んでいる。 

 

【ヒアリング項目】 

１ 現在の売上・利益等への影響について 

  「大きく減少した」、「多少減少した」、「ほとんど変化はなかった」、「増加した」、「わからない」 

２ 長期化した場合における売上等への影響について 

  「大きく減少する」、「多少減少する」、「ほとんど変化しない」、「増加する」、「わからない」 

３ 具体的な影響について 

  「外出の自粛による売上等の減少」、「旅行客の減少による売上等の減少」、 

  「イベント等の中止・縮小等による売上等の減少」、「部品・原料調達先の変更によるコストの増加」 

  「部品・原料調達、商品仕入れができないことによる受注・販売機会損失」、 

  「海外需要の減少による売上・受注の減少」、「海外拠点における業務の休止、撤退等に係る経費の増」、 

  「その他（好影響を含む）」 
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【事業者の声】 

［宿泊業］ 

事業者 影響の内容 

宿泊業 A 社 
（前回調査） 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

○海外需要の減少による売上・受注の減少 

 ・売上は前年同期比７～８割減。 

 

宿泊業 B 社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

○海外需要の減少による売上・受注の減少 

 ・２月２３日から状況が深刻化し、日本人の団体旅行が９割減。 

 ・売上は前年同期比で７～８割減。 

 ・４月に予定されていた大学の利用やスポーツ大会の宿泊も中止に。 

宿泊業 C 社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

 ・１月末以降、中国団体客のキャンセルが相次ぎ１千万円規模の減収。 

・４月以降のインバウンドの予約はゼロ。 

 ・春先の宿泊研修等の学校団体行事や、スポーツ大会への影響が懸念。 

 

  ［運輸サービス業］ 

事業者 影響の内容 

バス事業者 D社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

 ・３月は前年同期比約７割減、４月以降も見込み。 

 

 

  ［小売業（百貨店、総合スーパー、コンビニエンスストア、家電量販店）］ 

事業者 影響の内容 

総合スーパーE社 
（前回調査） 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

 ・売上は対前年比約５割減。全国で一番厳しい状況。 

 ・今回の外出自粛をきっかけに、テナントが退店を決定。 

百貨店 F 社 
（前回調査） 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

・ 2月 29 日以降、目に見えて日本人客数が減少。営業時間短縮の影響 

もあると思われるが、売上が前年同期比５割減。 

 ・高額な特選ブランド品や宝飾時計などの落ち込みが大きい。 

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ G社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

 ・２月中旬以降の売上は前年同期比約５割減。 

 ・インバウンドだけでなく国内客も来ない状況で、春以降の観光シー 

ズンへの影響が懸念される。 
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家電量販店 H社 
（前回調査） 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○部品・原料調達、商品仕入れができないことによる受注・販売機会損失 

 ・週末の来店数が前年同期比７割減。 

 ・３月に入り、パソコンだけでなくほぼ全ての仕入れに影響が出てい

る。 

［小売業（医薬品・化粧品小売業）］ 

事業者 影響の内容 

医薬品・化粧品小売業I 社 
［現在］多少減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

 ・免税売上がほぼゼロ。 

医薬品・化粧品小売業J 社 
（前回調査） 

［現在］大きな影響がある 

［長期］わからない 

      ↓ 

［現在］増加した 

［長期］大きく減少する 

○部品・原料調達先の変更によるコストの増加 

○部品・原料調達、商品仕入れができないことによる受注・販売機会損失 

・生活必需品等の一時的な買いだめ需要により売上げが増加。 

・感染が拡大した場合には労働力不足による店舗の営業休止、縮小が想 

定される。 

［小売業（土産物店）］ 
事業者 影響の内容 

土産物店 K社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

 

○旅行客の減少による売上等の減少 

 ・売上は前年比約８割減。 

 ・休店や売れ残り商品の廃棄。従業員のベースアップゼロ。 

土産物店 L社 
（前回調査） 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

 ・台湾からのツアー客のキャンセルがかなり出ている。３月の団体予

約は前年同期比８割減。 

 ・４月の団体予約についても前年同期比３割減。 

土産物店 M社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

 ・売上は前年比約３割減。営業時間を短縮。 

  ［飲食サービス業］ 

事業者 影響の内容 

飲食店 N 社 
（前回調査） 

［現在］多少影響がある 

［長期］多少影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

○海外需要の減少による売上・受注の減少 

 ・売上は前年同期比５割減。 

 

飲食店 O 社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

 ・売上は２月前年同期比２割減、３月は８割減の見込み。 

飲食店 P 社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

 ・売上は前年同期比約４割減。 

 ・３月は給与補償を行い、最大で９千万円の赤字見込み。 
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  ［卸売業］ 

事業者 影響の内容 

卸売業 Q 社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○海外需要の減少による売上・受注の減少 

 ・３月になってからの鮮魚類の売上は、前年比約４割減。 

輸出入関連卸売業 R社 
［現在］多少影響がある 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

○海外需要の減少による売上・受注の減少 

 ・水産物の輸出割合が高く、３月の売上は前年同期比４割減の見込み。 
   

［食品製造業］ 

事業者 影響の内容 

食品製造業 S社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

 ・給食や飲食店の売上げが大部分を占めるため、危機的状況。 

食品製造業 T社 
［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

 

○外出の自粛による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

 ・風評被害により道内外の催事で試飲、試食をする人が激減。 

 ・売上は前年同期比５割減。 

食品製造業 U社 
（前回調査） 

［現在］多少影響がある 

［長期］大きな影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

○イベント等の中止・縮小等による売上等の減少 

 ・２月の売上は前年同期比約２割減、３月の売上は約４割減。 

 

  ［製造業（食品を除く）］ 

事業者 影響の内容 

製造業（電子）V社 
（前回調査） 

［現在］ほぼ影響はない 

［長期］ほぼ影響はない 

      ↓ 

［現在］多少減少した 

［長期］大きく減少する 

○海外需要の減少による売上・受注の減少 

○海外拠点における業務の休止、撤退等に係る経費の増 

 ・売上は前年同期比１割減。今後さらに悪化が予想。 

製造業（機械）W社 
（前回調査） 

［現在］ほぼ影響はない 

［長期］多少影響がある 

      ↓ 

［現在］多少減少した 

［長期］大きく減少する 

○海外需要の減少による売上・受注の減少 

 ・中国の組立工場が当初計画の半分程度しか稼働しておらず、製品の出 

荷が減少 

 

  ［クリーニング業］ 

事業者 影響の内容 

クリーニング業 X社 
（前回調査） 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

      ↓ 

［現在］大きく減少した 

［長期］大きく減少する 

○外出の自粛による売上等の減少 

○旅行客の減少による売上等の減少 

 ・ホテルが主な顧客のため、２月の売上は前年同期比１～２割減で、

３月は５～６割減の見込み。 
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  ［建設業］ 

事業者 影響の内容 

建設業 Y 社 
［現在］多少減少した 

［長期］多少減少する 

○部品・原料調達、商品仕入れができないことによる受注、・販売機会損失 

 ・中国からの資材調達ができず、引き渡し延期になる物件も出てきて

おり、資金繰りへの影響が懸念。 

 

 ２ 売上等の影響への対策・対応について 

 【概 要】 

   ・ 対策を行っている、または行う予定と回答した事業者は 166社あり、「マスク着用など社員の感染 

防止対策（138 事業者）」、「社内で感染者が出た場合の対応策検討（83事業者）」、「飲食を伴う社内行

事の自粛（55 事業者）」、「運転資金等の借入検討（48事業者）」、「新規販路の開拓（22 事業者）」、「仕

入れ先や仕入れ価格の見直し（20事業者）」の順に回答が多かった。 

   ・ 「その他」では、「出張・商談の中止」、「宿泊料金の見直し」、「営業休止・出勤停止」、「雇用調整助

成金の活用」といった回答があった。 

   ・ 前回のヒアリングでは言及の少なかった「マスク着用など社員の感染防止対策」について、今回の

ヒアリングでは多くの事業所で取組が広がっており、「飲食を伴う社内行事の自粛」が４割にのぼる

など新たな対策が進められていることが窺える。 
 

【ヒアリング項目】 

４ 新型コロナウイルス関連肺炎による売上等への影響に対する対応について（複数回答） 

   「運転資金等の借入検討」、「仕入れ先や仕入れ価格の見直し」、「新規販路の開拓」 

   「海外進出計画の見合わせ、撤退」、「マスク着用など社員の感染防止対策」、 

「社内で感染者が出た場合の対応策検討」、「飲食を伴う社内行事の自粛」、「その他」 

  

  【事業者の声】 

［宿泊業］ 

事業者 対策・対応の内容 

宿泊業 a 社 

 

○運転資金等の借入検討 

○マスク着用など社員の感染防止 

○社内で感染者が出た場合の対応策検討 
○その他 

 ・施設内の消毒、ビュッフェ式の食事提供中止 

 ・雇用調整助成金の活用 

［運輸サービス業］ 

事業者 対策・対応の内容 

バス事業者 D社 

 

○運転資金等の借入検討 

○マスク着用など社員の感染防止 

［小売業］ 

事業者 対策・対応の内容 

百貨店 b 社 

○マスク着用など社員の感染防止 

○社内で感染者が出た場合の対応策検討 
○その他 

 ・大型催事の休止 

コンビニエンスストアc社 
○運転資金等の借入検討 

○マスク着用など社員の感染防止 

家電量販店 H社 
○仕入れ先や仕入れ価格の見直し 

○マスク着用など社員の感染防止 
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土産物店 L社 

○運転資金等の借入れ検討 

○マスク着用など社員の感染防止 

○その他 

 ・営業時間の短縮検討 

  ［飲食サービス業］ 

事業者 対策・対応の内容 

飲食店 O 社 

○運転資金等の借入れ検討 
○マスク着用など社員の感染防止 

○その他 

・出前サービスによる対応 

［食品製造業］ 

事業者 対策・対応の内容 

食品製造業 d社 

 

○運転資金等の借入れ検討 

○仕入れ先や仕入れ価格の見直し 

○新規販路の開拓 

○マスク着用など社員の感染防止 

○飲食を伴う社内行事の自粛 

○その他 

 ・イベントの出席や得意先の出張自粛 

  ［卸売業］ 

事業者 対策・対応の内容 

卸売業 Q 社 
○マスク着用など社員の感染防止 

○社内で感染者が出た場合の対応策検討 
○飲食を伴う社内行事の自粛 

輸出入関連卸売業 R社  

○新規販路の開拓 

○マスク着用など社員の感染防止 

○社内で感染者が出た場合の対応策検討 
○飲食を伴う社内行事の自粛 

 

３ 従業員の労働環境への配慮について 

 【概 要】 

   ・ 対応を行っていると回答した事業者は 155社あり、「手洗いや咳エチケットの徹底（142事業者）」、 

「マスクや消毒液の配布、設置（128事業者）」、「風邪症状が見られる場合の休みやすい職場環境づく 

り（87事業者）」、「小中学校の臨時休校に伴う休みやすい職場環境づくり（48事業者）」、「病気休暇 

制度の整備（22 事業者）」、「テレワークや時差出勤の推奨（10 事業者）」の順に回答が多かった。 

   ・ 「その他」では、「営業時間短縮」、「検温の実施」、「定期的な換気、消毒、机の間隔を２ｍ以上空

る」、といった回答があった。 
 

【ヒアリング項目】 

５ 新型コロナウイルス感染防止のための従業員の労働環境への配慮について（複数回答） 

  「手洗いや咳エチケットの徹底」、「マスクや消毒液の配布、設置」、「病気休暇制度の整備」、 

  「風邪症状が見られる場合の休みやすい職場環境づくり」、「小中学校の臨時休校に伴う休みやすい職場環境づくり」、 

「テレワークや時差出勤の推奨」、「その他」 

 【休みやすい職場環境づくりの具体的な内容】 

 ・子どもの預け先のない従業員の優先的な休暇取得。（卸売業、飲食サービス業、小売業、製造業） 

 ・社員全員があらゆる仕事に対応できるようにする。他部署・店舗からの応援体制の整備。 

（飲食サービス業、食品製造業） 

 ・子どもを連れての出勤を認めた。（食品製造業、小売業） 

 ・従業員や家族に症状が出た場合には、申告、休ませる。（食品製造業） 
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４ 緊急事態宣言について 

 【概 要】 

・ ２月２８日に緊急事態宣言を発し、道民の皆様に対し、人が集まる場所に行くのを控えるなどのお 

願いをしており、その影響についてヒアリングを行った。 

 【客数、売上の減少】 

 ・外出控えで来客数、利用者数の減が見られた。（飲食サービス業、小売業、運輸サービス業） 

 ・イベントや物産展の中止による影響があった。（小売業、宿泊業、食品製造業） 

 ・宿泊、宴会等でキャンセルの影響があった。（宿泊業） 

  

【営業時間の短縮・休業】 

 ・週末の営業時間を短縮、休業。（小売業） 

 ・人件費等経費負担が増大するため、一定期間休業とした。（宿泊業） 

 

【消費行動の変化】 

 ・宅配サービス、カタログ販売を行っているので、今後こちらが伸びるようであればトータルで収

益には影響しない。（小売業） 

 ・家飲み需要を見据えた売り場づくりや販路開拓。（食品製造業） 

 ・緊急事態宣言後、食料品や日用品を買いだめする人が増えた。（小売業、卸売業） 

 

５ 臨時休校による影響について 

 【概 要】 

・ 道・国では小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の臨時休校を要請しており、その影響につい 

てヒアリングを行った。 
 

 【売上げの減少】 

 ・卒業謝恩会など学校関連行事の中止による売上減。（飲食サービス業、運輸サービス業） 

 ・子連れ家族の外出自粛による売上減。（小売業、飲食サービス業） 

 ・学校給食向け食材の売上減。保管料や賞味期限切れによる廃棄費用等のコストもかかる。 

（食品製造業） 

  

【従業員の対応】 

 ・休校の影響で３月中休まざるを得ない従業員が出ている。（食品製造業、宿泊業） 

 ・パート従業員の休職を正社員でカバーしているため、人件費増。（食品製造業） 

 ・現段階ではなんとかシフトを調整できているが、長期化すると厳しい。（食品製造業） 

 ・応接室を開放するなど、子どもが会社で過ごせるようにした。（飲食サービス業、食品製造業） 

 

６ 行政（国、道等）への要望・意見 

 【事業者の声】 

  ［マスク・資材］ 

・感染予防のほか、製造等業務に必要なマスク及び消毒液など物資の供給確保。（宿泊業、小売業、 

飲食サービス業、製造業（食品を除く）、卸売業、食品製造業、クリーニング業、建設業） 
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  ［情報発信］ 

 ・過度な対応やデマを防ぐための正確な情報の発信。（食品製造業、小売業） 

 ・補助制度、支援策等のわかりやすい情報提供。（宿泊業、小売業） 

 ・風評被害の防止、北海道産食品のイメージ回復。（食品製造業、小売業） 

   

［資金繰り等の支援］ 

 ・税の減免や納付時期の猶予。（飲食サービス業） 

 ・低金利資金や助成金など手続きの迅速な対応。保証料の免除。 

（宿泊業、食品製造業、運輸サービス業、クリーニング業） 

 ・資金調達の各種要件の緩和や、雇用調整助成金の対象拡大は有難い。 

（飲食サービス業、宿泊業、小売業） 

 ・全従業員の給与補填した会社にも助成金を導入して欲しい。（飲食サービス業） 

 ・先行きが見えず、融資では返済見込みが立たないので、補助制度を希望。 

（飲食サービス業、宿泊業） 

 ・増税の影響で既に売上が減少しており、倒産が相当数発生することを懸念。（食品製造業） 

 ・会社都合による休業の場合の助成金受給額について４／５から１００％に拡充。（食品製造業） 

・休校の影響を受けた事業者は多いので、対応を検討してほしい。（食品製造業） 

 

  ［事態収束後の取組等］ 

・宿泊や航空に対してだけでなく、貸切バスへの支援が必要。（運輸サービス業） 

・道民に外出を促すインパクトのある宣言。（飲食サービス業） 

・ふっこう割、プロモーションなどによる需要活性化。国内外に向けた安全宣言。 

（食品製造業、小売業） 

・観光客を誘客するための地域の取組への補助。（宿泊業） 

・回復期に希望の持てる経済対策。（食品製造業、建設業） 

 

［緊急事態宣言］ 

 ・宣言による影響へのサポート、売上補填をお願いしたい。（食品製造業，飲食サービス業、宿泊業） 

・国、全国に先駆けて緊急事態宣言を発出したことは、やむを得ないものと評価。 

（食品製造業、宿泊業） 

 ・イベント等の開催判断について、明確な指針。（食品製造業） 

  

［その他］ 

 ・検査体制の強化、治療薬の開発、治療体制の確立。（小売業） 

 


