
取引先が飲食店のため休業検討・売上減少による人員削減検討

主な内容

感染対策（n=36）

販路拡大（n=12）

補助金・助成金活用（n=4）

休業・人員削減（n=2）

感染防止対策の強化

（消毒液・マスク・検温・アクリルパーテーション・空気清浄機・ＰＣＲ検査キット購入。

キャッシュレス決裁・時差出勤・オンライミーティング導入など）

インターネット販売の開始、新商品の開発、新規出店の検討

補助金・助成金等支援策の活用

調査対象：久留米商工会議所会員企業・景況調査依頼先７５９社
期間：令和３年９月２日(木)～９月１３日(月)　回答数：２４４社　　回答率：３２．１％第３回 新型コロナウイルス感染症が事業所へ及ぼす影響に関する調査結果

【１】コロナ禍での「働き方の改善・変更」について

①②の両設問の中で「1.実施済」または「2.実施中」と回答した事業所は、約３割にとど

まり、金融関連業や情報サービス業、建設業の事務部門などの回答が目立った。他方、約５

割を占めた「5.予定なし」との回答は、卸・小売・製造業、小規模な建設業が多く「業種

的に適した仕事でないから」「業務実施に支障がある」といった理由がある。

③の設問においては、約6割の事業所が「1.実施済」「2.実施中」「3.取組予定」と回答し

ており、コロナ感染防止に努めながら事業活動をおこなう手段としてのオンライン会議や商

談が全業種において浸透しつつある実態が確認できた。

④については、有給休暇取得義務化への対応も含めて実施している事業所が多いと推測さ

れる。
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①テレワーク(在宅勤務など) (n=158)

②時差出勤 (n=187)

③ｵﾝﾗｲﾝ会議の実施・ｵﾝﾗｲﾝ商談会への参加 (n=200)

④緊急事態宣言期間中等の有給休暇の取得奨励 (n=208)

【１】コロナ禍での「働き方の改善・変更」について

1.実施済 2.実施中 3.取組予定 4.検討中 5.予定なし
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⑤ﾈｯﾄ販売･ｵﾝﾗｲﾝ配信ｻｰﾋﾞｽの実施 (n=150)

⑥テイクアウト･デリバリーの実施 (n=66)

⑦キャッシュレス決済の導入 (n=147)

⑧新たな商品･サービスの開発 (n=195)

⑨在庫管理ｼｽﾃﾑ･ｸﾗｳﾄﾞ会計等の実施

(n=196)

⑩新たな設備投資の実施 (n=222)

⑪海外展開の開始･再開 (n=161)

【１】ｺﾛﾅ禍での「設備投資･商品･サービスの新たな提供方法の導入」等について

1.実施済 2.実施中 3.取組予定 4.検討中 5.予定なし

13.4%

3.0%

3.2%

5.8%

3.2%

2.0%

1.5%

13.4%

4.5%

6.9%

7.4%

1.6%

2.9%

1.0%

1.4%

1.5%

6.3%

3.2%

1.6%

0.0%

0.0%

9.6%

17.7%

23.3%

25.9%

10.0%

8.8%

7.1%

62.2%

73.2%

60.3%

57.7%

83.7%

86.3%

90.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⑫時短営業･一時休業 (n=209)

⑬設備投資の延期･縮小･中止 (n=198)

⑭生産･販売計画の見直し(増加) (n=189)

⑮生産･販売計画の見直し(減少) (n=189)

⑯生産･販売･営業拠点の移転 (n=190)

⑰事業活動の縮小 (n=204)

⑱人員整理 (n=198)

【１】コロナ禍での「事業の見直し」について

1.実施済 2.実施中 3.取組予定 4.検討中 5.予定なし

【１】コロナ禍での「設備投資・商品・サービスの新たな提供方法の導入」等

について

⑤⑥⑦の取組については、ウィズコロナにおける卸・小売・食品製造業といっ

た特定の業種を中心とした取組みである結果となったが、⑧⑨⑩をみると、アフ

ターコロナへの対応として、新たな商品の開発やサービス提供、インターネット

を活用したシステム導入、増加傾向にあるホームページやECサイト構築、販路拡

大のための動画配信などの設備投資に関心を持つ事業所が多いことが読み取れる。

2021年度版小規模企業白書によると、感染流行下においても、事業環境の変化

に合わせ、新製品の開発や新事業分野への進出など柔軟な対応が出来ている企業

ほど回復が早い。変化を転機と捉え、顧客のニーズや自社の強みに着目し、事業

を見直すことも重要と述べられている。〔参考資料：図１〕

これらの取組を支援する制度として、事業再構築補助金・ものづくり補助金、

小規模事業者持続化補助金などがあり、当所としても今後一層の周知・申請に向

けた伴走型支援につとめ、会員企業からの声に応えたい。

また、⑪の設問のなかで「1.実施済」「2.実施中」と回答した事業所の詳細

を見ると、コロナ以前より海外展開に取組んでいた事業所からの回答にとど

まっており、各業種における多くの事業者が「予定なし」と回答する関心の薄

い結果となった。

しかしながら、急速に進行する少子高齢化やそれに伴う消費低迷といった社

会構造変化への対応策の一つとして、ＥＣの利用や越境ＥＣへの取組は、事業

継続の切り札ともなり得るの可能性もあるとされており、無関心ではいられな

い。〔参考資料：図２、図３〕

【１】コロナ禍での「事業の見直し」について

⑭食品製造業で増加への見直しを行った事業所が多かった。

⑯⑰人流抑制による影響が大きかった旅行業、イベント・娯楽関連業においては、

売上の回復や、十分な公的支援が見込めないなか、固定費削減のために営業所を移

転・集約。また、検討中との回答の中には、コロナ以前までの回復が見込めない飲

食店や、人手不足・受注減少に直面する建設業からの回答が多かった。

⑱検討中との回答の中には、売上が回復しないなか、小規模ながらも人件費や固

定費を賄うのに苦心している小売業からの回答が多かった。

コロナ禍での取り組み

【１ー①～⑱以外で】その他、コロナ禍における具体的な取組みや計画（n=65）

全社員の定期的なＰＣＲ検査（飲食業）

リモート面談の実施（金融業）

リモート業務遂行、会議形態の変更（建設業）

クラウドファンディングによる資金調達（小売業）

ＳＮＳによる情報発信（小売業）

業務用から家庭用商品への転換（食品製造業）

予約制の導入による店内密の回避（サービス業）

【１ーその他】コロナ禍における具体的な取組みや計画

感染予防のための自宅待機や自主的なPCR検査、自家用車通

勤や事務所の配置換えなど、全業種において感染防止対策の強

化に取組んでいる声が寄せられた。

また、新商品の開発、インターネット販売の開始、新規出店

の検討など、コロナ禍において補助金を活用した新たな取組み

も進んでいる。

実施済・実施中している事業所

の事業規模別の差異

小規模事業者 ３５％

中小事業者 ６５％

業種別内訳

サービス業 ４２％

建設業 ２５％

卸売業 １３％

製造業 １２％

小売業 ８％

業種別内訳

サービス業 ３２％

製造業 ２０％

卸売業 ２０％

建設業 １８％

小売業 １１％

実施済・実施中している事業所

の事業規模別の差異

小規模事業者 ３９％

中小事業者 ６１％

業種別内訳

小売業 ３６％

サービス業 ２９％

製造業 ２０％

卸売業 １１％

建設業 ５％

回

答

数

業種別内訳

小売業 ２４％

卸売業 ２３％

サービス業 ２１％

製造業 １８％

建設業 １５％

実施済から検討中の事業所の

事業規模別の差異

小規模事業者 ３８％

中小事業者 ４２％

実施済・実施中している

事業所の事業規模別の差異

小規模事業者 ５０％

中小事業者 ５０％



【1-2】】新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となること(資金調達・人員・技術等)があればご記入ください。

業種区分 小規模区分 業種コード(JIS) 業種区分 小規模区分 業種コード(JIS) 業種区分 小規模区分 業種コード(JIS)

1 サービス業 小規模事業者 洗濯業 21 建設業 小規模事業者 型枠大工工事業 41 小売業 小規模事業者 飲食店

2 サービス業 小規模事業者 デザイン業 22 建設業 小規模事業者 一般土木建築工事業 42 小売業 小規模事業者 服地・寝具小売業

3 サービス業 小規模事業者 自動車整備業 23 建設業 小規模事業者 建築リフォーム工事業 43 小売業 小規模事業者 菓子小売業

4 サービス業 小規模事業者 社会保険労務士事務所 24 建設業 小規模事業者 一般土木建築工事業 44 小売業 小規模事業者 菓子・パン小売業

5 サービス業 小規模事業者 特許事務所 25 建設業 小規模事業者 一般土木建築工事業 45 小売業 小規模事業者 酒小売業

6 サービス業 中小企業者 旅館，ホテル 26 建設業 小規模事業者 一般土木建築工事業 46 小売業 中小企業者 燃料小売業

7 サービス業 中小企業者 産業廃棄物収集運搬業 27 建設業 小規模事業者 土木工事業 47 小売業 中小企業者 食肉小売業

8 サービス業 中小企業者 一般乗用旅客自動車運送業 28 建設業 小規模事業者 造園工事業 48 小売業 中小企業者 不動産賃貸業

9 サービス業 中小企業者 バー，ナイトクラブ 29 建設業 中小企業者 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事業 49 製造業 小規模事業者 その他の繊維製品製造業

10 サービス業 中小企業者 一般貨物自動車運送業 30 建設業 中小企業者 事業協同組合 50 製造業 小規模事業者 食料品製造業

11 サービス業 中小企業者 情報処理・提供サービス業 31 建設業 中小企業者 建築設計業 51 製造業 小規模事業者 調味料製造業

12 サービス業 中小企業者 その他のサービス業 32 建設業 中小企業者 建物・土地売買業 52 製造業 小規模事業者 農・水産物卸売業

13 サービス業 中小企業者 保険媒介代理業 33 小売業 小規模事業者 医薬品・化粧品小売業 53 製造業 小規模事業者 その他の製造業

14 サービス業 中小企業者 洗濯業 34 小売業 小規模事業者 食堂，レストラン 54 製造業 小規模事業者 鉄素形材製造業

15 卸売業 小規模事業者 その他の卸売業 35 小売業 小規模事業者 すし店 55 製造業 小規模事業者 外衣・シャツ製造業

16 卸売業 小規模事業者 その他の卸売業 36 小売業 小規模事業者 飲食店 56 製造業 中小企業者 その他のゴム製品製造業

17 卸売業 中小企業者 繊維品卸売業 37 小売業 小規模事業者 各種商品小売業 57 製造業 中小企業者 油脂加工製品製造業

18 卸売業 中小企業者 建築材料卸売業 38 小売業 小規模事業者 医薬品・化粧品小売業 58 製造業 中小企業者 非鉄金属素形材製造業

19 卸売業 中小企業者 その他の卸売業 39 小売業 小規模事業者 機械器具小売業

20 卸売業 中小企業者 その他の卸売業 40 小売業 小規模事業者 ｽﾎﾟｰﾂ用品等娯楽用品小売業

減少と回答した企業 増加と回答した企業

【２】昨年の４～９月期と今年の４～９月期(見込を含む)との売上の比較について 小売業 31 サービス業 17

サービス業 27 卸売業 17

卸売業 25 建設業 15

建設業 23 製造業 12

製造業 16 小売業 12

計 122 計 73

不変と回答した企業

建設業 21

サービス業 24

製造業 14

【３】新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて利用した支援制度 卸売業 10

小売業 4

　　【３-３】利用した資金調達先について、選択肢からあてはまるものを全てお選びください。 計 73

【３-４】国･県･市が実施している支援金･補助金･助成金等のうち、利用した支援施策を全てお選びください。

資金調達（新規収益のため）

資金調達

売上減少

補助金

実務から導入できないこともある。各家庭のネット環境の遅れ

資金調達

施設の設置スペース

資金調達

店舗が古く狭いこと

新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となること

新たな商品を開発するに当たり資金を確保するのが課題となる

国の助成金等の不採択通知が多くて、IT導入支援も不採択でした。

電算業務のテレワーク不可能

人員不足、求人を出しても応募なし優秀な人材の確保

資金調達（補助金等がなければ、ここ数年の収入減により、投資は難しい）

人員不足が今一番の問題です。求人も出していますが連絡もあまりありません。

人手不足（技術職）

次世代を担う若手社員の採用・育成；建築技術者不足

中堅クラスの人員・技術者

技術員がほしい

来客対面の際のアクリル板設置

資金調達

【３-２】設問３で１or２と回答した方にお伺いします。

　　　　融資や補助金･助成金等を利用する際どこに相談しましたか。あてはまるものを全てお選びください。

新しい人材確保

新たな取組を検討中

技術者不足のため、新たな取り組みができていない

人の流れが制限ある中でのマーケティング

新規顧客獲得のためのリアル商談が出来ないことによる伸び悩み

申請書類の難解さ、多さ、応募資格基準の該当事項の難解さ

外国人の雇用費について国の物価に見合っていない。

資金繰り対策　回復時の人員確保

①協力金等の支給があまりにも遅く、対策として機能していない②強制力のない休

業・時短要請で効果がない③検査を拡充しなければ実態が分からない

体力を使う仕事なので、マスクの着用が苦痛である

資金調達、人員確保

人が来てくれない。

人材

人員不足

仕入と支払いのバランスの両立

ビジネスモデルの策定(どの業務に経営資源を注力するか)

コロナの状況が先行き不透明な中、限られた資金で博打のような先行投資はできず一

方で景気悪化の影響は日に日に増しており、経営判断が難しい。

ＩＴに関する知識・ノウハウが不足している

資金調達及び人員確保

新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となること 新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となること

人手不足、コロナ収束後の宴会、外食へのニーズ、人件費の高騰

資金調達に関して（設備での借り入れを運転に振り替える場合の許認可等の問題）

資金調達と人材確保

資金調達、セキュリティ対策

人手不足

男性の従業員を一人募集しているのですが中々みつかりません。

人員、資金

資金調達、人員不足、IT知識の不足

売上が減少しているところに4年連続の水害被害で対策する余力がない

資金調達

ＰＣ等の設備を追加購入せずに現状保有分で対応していること

ミシン縫製技術者が高校の被服科廃止等により減少

資金調達及び人員（求人を出してもなかなか採用につながらない）

人材確保

人員、技術

資金調達

資金調達。何か取り組みをする場合先に必ず資金が必要のため。

【１ー２】新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となることがあればご記入ください。

１６社が「資金調達」と回答。小売業・製造業で高い割合となった。

１５社が「人員・人手不足」と回答。建設業・卸売業で高い割合となった。

この他、ＩＴに関する知識・ノウハウの不足、先行き不透明な中での先行投資を不安視する声が寄せられた。

①20％以上増加

3%

②10～20%増加

12%

③10%未満増加

12%

④不変

27%

⑤10％未満減少

13%

⑥10～30％未満減少

20%

⑦30～50％減少…

⑧50%以上減少

5%

昨年の４～９月期と今年の４～９月期との

売上の比較について（N=268）減少計４６％
増加計２７％

【２】昨年の４～９月期と今年の４～９月期(見込を含む)との売上の比較について

前回（R2年8月）のアンケートで、コロナ以前（R元年）の売上と比較して「減少」と答えた企業は７５％であった。

今回のアンケートでは、昨年の新型コロナ第1波後における上半期との売上比較を行っているが、昨年よりも更に「減少」

と回答した企業が全体の４６％を占め、小売業、サービス業で依然として厳しい状況が続いていることが確認された。

また、「増加」との回答も27％あったが、これは昨年の急激な落ち込み時から僅かに回復したということであり、コロナ以

前の売上には至っていないことを意味している。
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166
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1.融資等による資金調達

2.国･県･市による補助金･助成金･支援金･協力金等

3.特になし

【３】新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて利用した支援制度

（複数回答可 n=366）

34％

45％

21％

51

113

50

65

29

5

0 20 40 60 80 100 120

1.商工会議所

2.日本公庫･商工中金等の政府系金融機関、銀行･信用金庫･信用組合等

3.民間専門家(税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等)

4.国･県･市等の行政

5.各種助成金等のコールセンター

6.その他

(複数回答可 n=313)

16％ 36％

16％

21％

9％

2％

55

52

47

42 44 46 48 50 52 54 56

1.福岡県・久留米市による制度融資

2.政府系金融機関(日本公庫・商工中金等)

3.民間金融機関からの融資(銀行・信用金庫・信用組合等)

(複数回答可 n=154)

65

49

55

31

46

15

5

9

1

0

13

4

19

6

6

0 10 20 30 40 50 60 70

1. 一時支援金･月次支援金(売上50%以上減少)【国】

2. 一次･月次支援金(売上30%以上50％未満減少)【県】

3.  事業継続緊急支援金(売上30%以上減少)【市】

4.  家賃支援給付金【国】

5.  雇用調整助成金【国】

6.  小規模事業者持続化補助金【国】

7.  事業再構築補助金【国】

8.  ＩＴ導入補助金【国】

9.  ものづくり補助金【国】

10.  新型コロナリスケジュール【国】

11.  感染拡大防止協力金(飲食業)【県】

12.  観光関連事業者向け大規模観光関連施設等支援金【県】

13.  感染症拡大防止対策強化補助金【市】

14.  中小企業DX促進補助金【市】

15.  その他

(複数回答可 n=324)

35.7％

33.8％

30.5％

【その他】

久留米市休業要請協力支援金

久留米市事業者支援金、奨励金

商工中金「危機対応業務に係る中小企業等向け損害担保付貸出

新しい生活様式対応事業者応援金、オンライン商談コンテンツ作成支援補助金

福岡県医療機関･薬局等における感染拡大防止補助金

保育環境改善事業補助金、緊急包括支援事業補助金

新たな取組みを計画する中での障壁や課題

売上への影響

支援策の利用

【3-3､3-4】国･県･市の施策

利用

条件を満たせば受給できる助成金の利用率

が高い結果となった。事業計画の策定等が求

められる補助金申請については、専門家派遣

等を活用しながらの申請をサポートしていく

必要性がある。

13.久留米市感染症拡大防止対策強化補助

金については、当初の締切が２カ月前倒しさ

れ９月末までとなった。同補助金については、

引き続き制度維持を望む声も多いため、次年

度以降の制度設計を久留米市へ対し要望する

必要があると考える。



【４】事業を継続していくにあたって、貴社における課題についてご記入ください。

業種区分 小規模区分 業種コード(JIS) 業種区分 小規模区分 業種コード(JIS) 業種区分 小規模区分 業種コード(JIS)

1 サービス業 小規模事業者 デザイン 65 卸売業 中小企業者 農業・アウトドア関連商品の卸・通信販売 129 小売業 小規模事業者 印章業

2 サービス業 小規模事業者 害虫消毒 66 卸売業 中小企業者 卸売 130 小売業 小規模事業者 飲食業

3 サービス業 小規模事業者 デザイン制作業 67 卸売業 中小企業者 久留米絣卸商 131 小売業 小規模事業者 飲食業

4 サービス業 小規模事業者 クリーニング業 68 卸売業 中小企業者 食品製造 132 小売業 小規模事業者 飲食店（焼き鳥）

5 サービス業 小規模事業者 不動産業 69 卸売業 中小企業者 卸売業 133 小売業 小規模事業者 化粧品卸売り業

6 サービス業 小規模事業者 通信業 70 卸売業 中小企業者 靴卸売業 134 小売業 小規模事業者 化粧品販売

7 サービス業 小規模事業者 特許事務所 71 卸売業 中小企業者 建築・土木資材卸売業 135 小売業 小規模事業者 美容業(エステ)

8 サービス業 小規模事業者 労働者派遣 72 卸売業 中小企業者 食肉卸売 136 小売業 小規模事業者 福岡魚類出荷・卸売業

9 サービス業 小規模事業者 保育園 73 卸売業 中小企業者 石油製品販売業 137 小売業 小規模事業者 飲食業

10 サービス業 小規模事業者 人材派遣事業 74 卸売業 中小企業者 油類販売 138 小売業 小規模事業者 酒類販売

11 サービス業 小規模事業者 クリーニング 75 卸売業 中小企業者 卸売業 139 小売業 小規模事業者 化粧品小売業

12 サービス業 小規模事業者 クリーニング店 76 卸売業 中小企業者 繊維製品卸売業 140 小売業 小規模事業者 製造業

13 サービス業 小規模事業者 印刷業 77 卸売業 中小企業者 厨房機器製造・販売 141 小売業 小規模事業者 飲食業

14 サービス業 小規模事業者 超短波放送 78 卸売業 中小企業者 食品卸 142 小売業 小規模事業者 米殻、燃料等販売他

15 サービス業 小規模事業者 デザイン、写真 79 卸売業 中小企業者 日用品卸 143 小売業 小規模事業者 小売業（寝具）

16 サービス業 小規模事業者 不動産 80 卸売業 中小企業者 機械器具卸売 144 小売業 小規模事業者 菓子卸小売

17 サービス業 小規模事業者 駐車場経営 81 卸売業 中小企業者 青果物卸売り 145 小売業 小規模事業者 飲食業

18 サービス業 小規模事業者 エステティック 82 建設業 小規模事業者 地質調査ボーリング 146 小売業 中小企業者 液化石油ガス卸小売業

19 サービス業 小規模事業者 社会保険労務士 83 建設業 小規模事業者 硝子・建具工事業 147 小売業 中小企業者 精肉・惣菜小売販売

20 サービス業 中小企業者 洗濯業（クリーニング） 84 建設業 小規模事業者 造園業 148 小売業 中小企業者 小売業

21 サービス業 中小企業者 イベント会場設営、装飾器材レンタル 85 建設業 小規模事業者 型枠解体 149 小売業 中小企業者 小売業

22 サービス業 中小企業者 税理士 86 建設業 小規模事業者 建設機械整備、板金、塗装 150 小売業 中小企業者 飲食業（料亭）

23 サービス業 中小企業者 教育、学習支援 87 建設業 小規模事業者 建設業 151 小売業 中小企業者 不動産業他

24 サービス業 中小企業者 飲食店 88 建設業 小規模事業者 建築工事業 152 製造業 小規模事業者 印刷業

25 サービス業 中小企業者 ガス事業 89 建設業 小規模事業者 管工事業 153 製造業 小規模事業者 麺機設計

26 サービス業 中小企業者 運送業 90 建設業 小規模事業者 総合建設業 154 製造業 小規模事業者 縫製業

27 サービス業 中小企業者 洗濯業 91 建設業 小規模事業者 造園業 155 製造業 小規模事業者 菓子製造業

28 サービス業 中小企業者 銀行業 92 建設業 小規模事業者 建設業 156 製造業 小規模事業者 食品製造販売

29 サービス業 中小企業者 医業 93 建設業 小規模事業者 建築設計業 157 製造業 小規模事業者 製造業

30 サービス業 中小企業者 事務機販売 94 建設業 小規模事業者 建設業 158 製造業 小規模事業者 ゴム製品の製造

31 サービス業 中小企業者 人材派遣業 95 建設業 小規模事業者 造園業 159 製造業 小規模事業者 畳製造業

32 サービス業 中小企業者 一般産業廃棄物 96 建設業 小規模事業者 建設業 160 製造業 小規模事業者 製麺

33 サービス業 中小企業者 情報サービス業 97 建設業 小規模事業者 造園業 161 製造業 小規模事業者 卸売

34 サービス業 中小企業者 保険業 98 建設業 小規模事業者 造園業 162 製造業 小規模事業者 鋳物製造業

35 サービス業 中小企業者 運送業 99 建設業 小規模事業者 造園業 163 製造業 小規模事業者 製造業

36 サービス業 中小企業者 ホテル業 100 建設業 小規模事業者 電気工事 164 製造業 小規模事業者 食料品製造業

37 サービス業 中小企業者 教育、介護施設 101 建設業 小規模事業者 総合建設業 165 製造業 小規模事業者 漆器製造

38 サービス業 中小企業者 高齢者生きがい対策事業 102 建設業 小規模事業者 電気工事 166 製造業 小規模事業者 食肉卸

39 サービス業 中小企業者 信販業 103 建設業 小規模事業者 鉄筋工事業 167 製造業 小規模事業者 生コンクリート製造販売

40 サービス業 中小企業者 清掃業 104 建設業 小規模事業者 管工事業 168 製造業 小規模事業者 窯業

41 サービス業 中小企業者 総合ビル管理 105 建設業 小規模事業者 造園業 169 製造業 小規模事業者 醤油の製造、販売

42 サービス業 中小企業者 ホテル業 106 建設業 小規模事業者 電気工事 170 製造業 小規模事業者 醤油の製造、販売

43 サービス業 中小企業者 旅行業 107 建設業 小規模事業者 外壁リフォーム 171 製造業 小規模事業者 醤油製造販売

44 サービス業 中小企業者 旅行業 108 建設業 小規模事業者 造園業 172 製造業 中小企業者 電線ケーブル製造販売

45 サービス業 中小企業者 おしぼりリース 109 建設業 小規模事業者 電気工事業 173 製造業 中小企業者 製造業

46 サービス業 中小企業者 一般常用旅客自動車運転業 110 建設業 中小企業者 建設機械・介護医療器具のレンタル 174 製造業 中小企業者 各種手袋製造業

47 サービス業 中小企業者 地場産品普及に係る事業等 111 建設業 中小企業者 建設業 175 製造業 中小企業者 タイヤ金型

48 卸売業 小規模事業者 製造・卸業 112 建設業 中小企業者 設備設計 176 製造業 中小企業者 製造業（鋳造）

49 卸売業 小規模事業者 卸業 113 建設業 中小企業者 建設機械販売、レンタル。仮設足場工事、地盤調査改良工事 177 製造業 中小企業者 履物（靴）製造卸

50 卸売業 小規模事業者 宝飾品販売 114 建設業 中小企業者 生コンクリート共同販売業 178 製造業 中小企業者 電気機器製造及び電気工事業

51 卸売業 小規模事業者 卸売業 115 建設業 中小企業者 協同組合 179 製造業 中小企業者 空調設備工事

52 卸売業 小規模事業者 タオル加工卸 116 建設業 中小企業者 建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量業 180 製造業 中小企業者 食品製造

53 卸売業 小規模事業者 卸売、小売業 117 建設業 中小企業者 総合建設業 181 製造業 中小企業者 製造業

54 卸売業 小規模事業者 輸入機械卸売業 118 建設業 中小企業者 仮設足場工事 182 製造業 中小企業者 ゴム製品製造業

55 卸売業 小規模事業者 ロープ販売及び加工、清掃業 119 建設業 中小企業者 不動産業 183 製造業 中小企業者 印刷業

56 卸売業 小規模事業者 卸売業 120 小売業 小規模事業者 化粧品小売販売

57 卸売業 小規模事業者 鞄小売業 121 小売業 小規模事業者 ラーメン店

58 卸売業 小規模事業者 配管資材・機械等卸 122 小売業 小規模事業者 楽器小売、イベント音響

59 卸売業 小規模事業者 卸売 123 小売業 小規模事業者 酒類販売

60 卸売業 小規模事業者 卸売・小売（塗料） 124 小売業 小規模事業者 家電販売

61 卸売業 小規模事業者 卸売業 125 小売業 小規模事業者 卸売小売

62 卸売業 中小企業者 製紙原料卸売業 126 小売業 小規模事業者 雑貨販売およびボディケア

63 卸売業 中小企業者 紙卸業 127 小売業 小規模事業者 居酒屋

64 卸売業 中小企業者 建材販売 128 小売業 小規模事業者 医薬品販売業

新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となること 新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となること 新たな取組みを計画する中で、障壁・課題となること

売上の回復、新たな販路開拓

売上の回復、新たな販路開拓、事業資金の調達

売上の回復、増加。経費削減。自動化

売上回復　販路開拓　新商品の開発

売上回復、新規事業、ネット販売

設備老朽化

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復、移動の制限

売上の回復。

売上の回復。

売上回復、販路開拓

資材の調達

事業資金の調達、国内の経済活性

得意先メーカーの売上の回復、固定費の増加

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復、新しい年齢層へのアピール

新たな販路開拓

新たな販路開拓による売上の回復

新たな販路拡大

人材の確保および設備

人材確保

後継者問題、縫製技術者の高齢化及び減少

今にあった事業への転換も必要なため事業資金の調達が欠かせない。

自動販売機の設置を検討中ですが、それに対応する補助金等があるか。

借入金の返済の条件変更（時期と金額）

受注の回復（生産性UP）、人材育成

売上の回復

売上の回復、酒類提供禁止になると営業の実施が厳しい

売上回復

イベント等の中止

後継者の問題

売上不振

普通営業になったときにどれだけ売上回復できるか

顧客先への来訪時間帯の延長（コロナ禍により滞在時間が短く、商談時間に苦

慮する）

新たな事業展開

新たな販路開拓

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復、飲食店・スーパー等の回復

売上の回復、固定費の削減

売上の回復、新たな販路、通販の充実、イメージの刷新

売上の回復、新たな販路開拓

売上の回復、新たな販路開拓

売上の回復、新たな販路開拓、固定費支払い

売上の回復及び販路開拓。

売上回復、資金調達、借入金返済条件変更、販路開拓、諸経費費用の支払い

現在、アルコールが出せないため、ほとんどの飲食店が閉店、休業中のため、

売上減少。飲食店の早期営業、回復を希望する。

高齢のため廃業を検討している。

事業資金の調達

新規事業での販路開拓

人手の確保

販路開拓、仕入れ等の値上げ

非対面接客対応への投資(金・人)

お客様が来店され売上が少しでも上がれば利益が出るのでよい。物販の場合経

費をいかに削るかだが何のためにやっているのか仕事が楽しくなくなっている

コロナが収まる事

経費削減の徹底と人件費削減、売上回復

社員や下請、その家族への感染防止（人が）いないと商売ができない）

新たな販路開拓

新規事業の開拓

人材の確保(技術職)、社員の高齢化

売上の回復、新たな販路開拓、目まぐるしい環境の変化に伴うシステム登録費

や利用費等のコスト増加

売上の増加、固定費の見直し

売上の増加、従業員の確保、育成

DX戦略構築の推進

経費削減

後継者が見つからない。求人（人材不足）

売上の回復、雇用の維持

売上の回復、市場の回復

売上の回復、事業資金調達、固定費支払い、借入金の返済条件変更

売上の回復、若い技術者の育成

売上の回復、新たな販路開拓、借入金の返済条件

人材確保

人材不足

人財の確保

売上の回復

売上の回復

新規顧客の開拓

人が足りない

人員の確保

人員の確保・育成、新事業への挑戦、偏った仕事先からのリスク回避等

人材確保

従業員、特に建築技術者の確保

新たな販路開拓

新たな販路開拓

新たな販路開拓

新たな販路開拓と人材確保

現状維持に努め顧客先の要望に対応していく。小さい仕事も率先して行ってい

く。

作業員の確保

事業資金の調達

事業資金の調達、新たな取引先の開拓

受注件数の増加、工事進捗の加速化

売上の回復。新たな販路開拓。新規顧客獲得をすすめるスタッフ不足。現在の

スタッフの力量不足。

売上の回復を待つ以外はない

売上回復

売上回復

感染予防（社員・家族）

古紙回収量の回復

今後も需要が継続すると見込まれる。商品の選択新たな用途の開発等今後の商

売の見直し、方向修正に取り組んでいます。

商材（主にセメント）の仕入れ値の高騰

商品開発、人材の採用・育成

新たな商品の発売、販路開拓

新たな販路開拓

人材の確保

人材育成、社員の質の向上

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復、新たな販路開拓、固定費支払い

売上の回復、新規の販路開拓

売上の回復、人材の確保

売上の回復

売上の回復

売上の回復、新たな販路開拓、固定費支払等

売上回復、販路開拓

販路開拓

新たな販路開拓。借入金の返済条件の変更

人材確保

地域内で自社取扱製品を使っての燃料やＥＳ10（卸売）事業

売上の回復

売上の回復

販売、イベント会場や会議室の貸し出しに係る収益の回復（コロナの状況によ

り左右される。この収益が回復しないと固定費の支払いが厳しくなる。）

売上の回復、新たな販路開拓、事業資金の調達

コロナが沈静化しないと営業活動が出来ない。

最低の売上の回復

新たな販路開拓、人員の確保、資金調達

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

売上の回復

イベントの復活

飲食店の休業が無くなれば当社の作業が再開するので緊急事態宣言終了を願っ

ております。

後継者の育成

今までは…という発想を捨てる。

借入金の変更をしたいがなかなか厳しい

新たな販路開拓

新たな販路開拓

新規顧客開拓、人員増加

売上の回復、固定費支払い

売上の回復、固定費支払い

売上の回復。借入金の返済条件変更など

売上の回復や販路開拓

売上の確保　人員確保

公共事業の大型プロジェクト発注による売上高の回復、固定費用支出の為の資

金繰りの調達

今一番の課題は、売上の回復

取引先の事業継続支援

新たな開拓、事業拡大

新たな販路開拓

人員の確保

売上の安定成長

売上の回復

新たな販路開拓

新たな販路開拓、借入金の返済条件の見直し

新たな販路開拓と優秀な人財の確保

人員の不足

人員確保

売上の回復

コロナが収束してイベントが再開されないと厳しい状況である。

外食店における今後の売上の落ち込み

学生・生徒教習生等の募集活動(オープンキャンパス等)をコロナ禍の中でどう

展開していくかが課題

検査の拡充とワクチン接種が行われない限り、回復しない

戸数の防衛と新規獲得への注力

売上回復

売上回復の先行き不透明の中で、デジタル化への対応と働き方改革を両立する

ことが課題。週休2日制導入実現のため、新規採用を行った。

売上確保。設備投資で売上アップ。

販路開拓、固定費支払

クリーニングという斜陽産業の中での新たな売上の創造と新規事業への進出

売上の回復

売上の回復

売上の回復。新たな販路（お客様）開拓

売上の増加（人員が増加したため）、固定費の支払いもそれに伴い必要。

事業継続への課題
【４】事業を継続していくにあたって、貴社における課題についてご記入ください。

72社が「売上の回復」と回答、全業種で高い割合を占めた。 続いて43社が「販路開拓」と回答、売上を回復させるための販路開拓は多くの企業が事業を継続していくための課題と捉えている。

13社は「固定費の支払い」が課題として挙げた。 売上減少が続く中、固定費の支払いが大きな負担となっている結果となった。
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1.迅速かつ正確な関連情報(各種給付金や支援金、金融…

2.金融機関からの借入や資金繰り支援

3.各種補助金・助成金の申請支援

4.専門家等による無料経営支援

5.災害などに対応した事業継続計画(BCP)の策定支援

【６】商工会議所への要望（複数回答）（ｎ＝324） （件数）



13 サービス業 小規模事業者 特許事務所

14 サービス業 小規模事業者 労働者派遣

15 サービス業 中小企業者 一般常用旅客自動車運転業

【５】新型コロナ関連での行政（国・県・市）に対するご要望などがあれば、ご記入ください。 16 サービス業 中小企業者 イベント会場設営、装飾器材レンタル

業種区分 小規模区分 業種コード(JIS) 17 サービス業 中小企業者 洗濯業（クリーニング）

1 サービス業 小規模事業者 デザイン 18 サービス業 中小企業者 ホテル業

2 サービス業 小規模事業者 不動産管理 19 サービス業 中小企業者 一般産業廃棄物

3 サービス業 小規模事業者 自動車整備業 20 サービス業 中小企業者 旅行業

4 サービス業 小規模事業者 超短波放送 21 サービス業 中小企業者 教育、介護施設

5 サービス業 小規模事業者 保育園 22 サービス業 中小企業者 飲食店

6 サービス業 中小企業者 イベント会場設営、装飾器材レンタル 23 サービス業 中小企業者 ホテル業

7 サービス業 中小企業者 ホテル業 24 サービス業 中小企業者 旅行業

8 サービス業 中小企業者 一般常用旅客自動車運転業 25 サービス業 中小企業者 ガス事業

9 サービス業 中小企業者 飲食店 26 サービス業 中小企業者 教育、学習支援

10 サービス業 中小企業者 運送業 27 サービス業 中小企業者 保険業

11 サービス業 中小企業者 運輸業 28 卸売業 小規模事業者 タオル加工卸

12 サービス業 中小企業者 旅行業 29 卸売業 小規模事業者 ロープ販売及び加工、清掃業

13 卸売業 小規模事業者 輸入機械卸売業 30 卸売業 小規模事業者 繊維企画卸・小売

14 卸売業 中小企業者 卸売業 31 卸売業 小規模事業者 卸売・小売（塗料）

15 卸売業 中小企業者 靴卸売業 32 卸売業 小規模事業者 輸入機械卸売業

16 卸売業 中小企業者 紙卸業 33 卸売業 中小企業者 卸売業

17 卸売業 中小企業者 食品製造 34 卸売業 中小企業者 卸売業

18 建設業 小規模事業者 型枠解体 35 卸売業 中小企業者 建築・土木資材卸売業

19 建設業 小規模事業者 建設業 36 卸売業 中小企業者 日用品卸

20 建設業 小規模事業者 建設業 37 建設業 小規模事業者 建設業

21 建設業 小規模事業者 造園業 38 建設業 小規模事業者 電気工事

22 建設業 小規模事業者 造園業 39 建設業 小規模事業者 造園業

23 建設業 小規模事業者 地質調査ボーリング 40 建設業 小規模事業者 外壁リフォーム

24 建設業 小規模事業者 電気工事 41 建設業 小規模事業者 建設業

25 建設業 中小企業者 協同組合 42 建設業 小規模事業者 型枠解体

26 建設業 中小企業者 建築 43 建設業 小規模事業者 地質調査ボーリング

27 小売業 小規模事業者 医薬品販売業 44 建設業 小規模事業者 建設機械整備、板金、塗装

28 小売業 小規模事業者 卸売小売 45 建設業 中小企業者 生コンクリート共同販売業

29 小売業 小規模事業者 家電販売 46 建設業 中小企業者 不動産業

30 小売業 小規模事業者 菓子卸小売 47 建設業 中小企業者 協同組合

31 小売業 小規模事業者 楽器小売、イベント音響 48 建設業 中小企業者 仮設足場工事

32 小売業 小規模事業者 居酒屋 49 建設業 中小企業者 建築設計・監理

33 小売業 小規模事業者 酒類販売 50 建設業 中小企業者 設備設計

34 小売業 小規模事業者 酒類販売 51 小売業 小規模事業者 酒類販売

35 小売業 小規模事業者 小売（生花） 52 小売業 小規模事業者 飲食業

36 小売業 小規模事業者 小売業（寝具） 53 小売業 小規模事業者 印章業

37 小売業 小規模事業者 製造業 54 小売業 小規模事業者 小売業（寝具）

38 小売業 小規模事業者 福岡魚類出荷・卸売業 55 小売業 小規模事業者 飲食業

39 小売業 小規模事業者 米殻、燃料等販売他 56 小売業 小規模事業者 和菓子製造販売

40 小売業 中小企業者 液化石油ガス卸小売業 57 小売業 小規模事業者 家電販売

41 小売業 中小企業者 小売業 58 小売業 小規模事業者 化粧品卸売り業

42 小売業 中小企業者 小売業 59 小売業 小規模事業者 楽器小売、イベント音響

43 小売業 中小企業者 不動産業他 60 小売業 小規模事業者 米殻、燃料等販売他

44 製造業 小規模事業者 窯業 61 小売業 小規模事業者 雑貨販売およびボディケア

45 製造業 小規模事業者 畳製造業 62 小売業 小規模事業者 美容業(エステ)

46 製造業 小規模事業者 製麺 63 小売業 小規模事業者 飲食業

47 製造業 小規模事業者 婦人服縫製業 64 小売業 小規模事業者 医薬品販売業

48 製造業 中小企業者 ゴム製品製造業 65 小売業 小規模事業者 化粧品小売業

66 小売業 小規模事業者 飲食業

67 小売業 小規模事業者 飲食店（焼き鳥）

68 小売業 小規模事業者 製造業

【７】新型コロナウイルスによる貴社への影響など、ご自由にご記入ください。 69 小売業 中小企業者 飲食業（料亭）

1 サービス業 小規模事業者 クリーニング 70 小売業 中小企業者 液化石油ガス卸小売業

2 サービス業 小規模事業者 クリーニング店 71 小売業 中小企業者 不動産業他

3 サービス業 小規模事業者 クリーニング業 72 小売業 中小企業者 小売業

4 サービス業 小規模事業者 不動産業 73 製造業 小規模事業者 食料品製造業

5 サービス業 小規模事業者 駐車場経営 74 製造業 小規模事業者 製麺

6 サービス業 小規模事業者 酒販組合 75 製造業 小規模事業者 鋳物製造業

7 サービス業 小規模事業者 超短波放送 76 製造業 小規模事業者 窯業

8 サービス業 小規模事業者 自動車整備業 77 製造業 小規模事業者 縫製業

9 サービス業 小規模事業者 人材派遣事業 78 製造業 小規模事業者 婦人服縫製業

10 サービス業 小規模事業者 保育園 79 製造業 小規模事業者 菓子製造業

11 サービス業 小規模事業者 社会保険労務士 80 製造業 中小企業者 ゴム製品製造業

12 サービス業 小規模事業者 デザイン、写真 81 製造業 中小企業者 製造業

予防接種の最速化、ワクチンパスポートの活用

ワクチン接種をもっと素早くし、すべての人に徹底してほしい。人の動きを早く回復しなければ本当にダメになると思います。

コロナ対策への補助金

民間の仕事が減少してきているので、公共工事などを増やして、とりやすくしてもらいたい

予防接種をスムーズに行ってほしい。治療薬の開発で治る病気にしてほしい。

まずは早急ワクチン接種を行うべき。特に行動範囲の広い世代は接種を義務化もしくは摂取した人への優遇策が必要

ワクチン接種を早く進めてほしい

ワクチンパスポートの早期導入、飲食店やアルバイト等サービス側のワクチン徹底

広く経営不振の事業所に補助金をお願いします。

コロナ補助金のご支援

ワクチン接種した事による特権というか動きを希望します。

短期的には、融資ではなく、補助金をお願いしたい。

公共交通機関等に国費注入が無ければ今後回復時まで持たないのではないか。業界（特に地方過疎地域）問題として地方の交通利便性の考

え方を行政と一緒に新たな項目として考えるべき

積極的なワクチン接種と検査体制の強化、個人個人に対する生活支援を行う

身近で容易なワクチン接種の促進

ワクチン接種の100％を早期に実現させてください。

飲食は休業協力金があるのに対し、旅行業は協力金がない。ほかの多くの業種も同感であると思われる。平等な施策（補助金、協力金）をお願いしたい。

消費税の一時凍結、減税の引き下げ　事業所要件の見直し

飲食店のみの支援を衣類店にも広げて欲しい

外食に関連した納入元への支援

飲食店への補助ではなく、国民全体への政策（消費税引き下げ）等を検討いただきたい。

事業税の減税

複数事業を実施しており、部門によっては売り上げの減少はあるが、補助金の申請に該当するまではない。

資金繰りや補助金の支援

ワクチンの開発と接種の推進

酒類流通業者、メーカーも手厚い補助を。やはり飲食店が休業するとダメージが大きい

イベントの復活

人財派遣事業の為顧客先からの解雇等が大きくひびいた

リアルミーティングが出来ないと新規顧客の確保が難しい

法人への消毒液などの助成（売上など関係なく）

全年齢に対しワクチン接種をいち早く終わらせてコロナの封じ込めを実施し、マスクをはずして自由に行動ができる日が来ることを望みます。また、医療人が安心して医療に従事できる日へ向けた取り組みをお願いしたい。

飲食店とそれ以外の店の支援金額の格差が大きい。

飲食店（和食）及びスーパー卸が回復するまで出荷量も厳しいので、支援金・給付金が必要となります。魚が売れませんのでよろしくお願

いします。

支援金は非常に助かっている

補助金支援

飲食店への助成は納得できる。飲食店以外でも私達のような家族で営業しているような小規模事業所に対する一時金の助成が少なく資金調達が困難。

もっと幅広い業種への支援、人件費削減のための補助金

中小零細企業にも補助金を出してほしい、雇用調整助成金も申請しやすくしてほしい

一時支援金

我々の業界には、助成金が少ないと思う。

飲食に特定した補助金も助かりますが、全体的な流れを見て平等に対処していただきたい。

一定期間の消費税の減税。事業者への協力金支援

ワクチンだけではなく治療薬等の開発

ワクチン接種の完了

ワクチン接種は「公共の福祉」に直結することであり、特別な事情を有する人以外は強制してもよいと考える。

支援金の再支給

支援金の増大

ワクチンの実施、優秀な人材の紹介

コロナ対策は基本補助金の有無が軸になっていますが、それでは唯の目先の延命措置だと思います。やはり公共事業を活性化し、需要の刺

激等を主体に全国経済の活性化に注力して頂きたいです。

補助金の見直し

海外からの留学生が来日できないこと。

旅行及び出張需要の大幅な減少

補助が行われる飲食での感染が多いのが気になる。接種を推進するのと時間制限など行動の制限が必要ではないか。

婚礼・宴会事業が主な事業のため大人数に集まって成立する事業です。小規模開催のみでは固定費がまかなえないため、大人数が集まっても大丈夫な社会に戻ってほしいと切

に願います。

毎年20％程売り上げが下がる。それでも生き残るための経営をしないと今残っている従業員さんの雇用を守れない。

昨年に比べると売上は変わらないが、一昨年と比べると90パーセント減少。

業界全てにおいて存続危機と考えています

飲食関係の取引先（一部）の売上がかなり減少、製造業種への資材販売（梱包資材等の消耗品）もかなりの落ち込み

コロナウイルスで2年前と比較（売上）して50～30％減少した。

在宅ワークの推進により取引照会など業務が送れる

学校生活の中で学生・生徒教習生等の募集は大きなウェイトを占めるが、コロナの影響で思うような募集活動が行えず苦慮している。

テレワークの推進

長期にわたるコロナ禍で不安が大きい。4店舗の維持、社員の雇用を守るためには借金が膨らんだ。来年より始まる返済までには旅行業のある程度の回復と新規事業の基盤を

固めたい。

売上の50％以上減少

税金の使い方に疑問を持ちます

半導体不足のため、照明器具、電化商品等の入荷の遅れ

ウッドショックによる木材の値上がり、住宅設備機器入荷の遅れ

高速道路売店（100店）が半減

昨年7月以降、需要減少に伴い売り上げが減少している

売上の影響は少ないが、社印のPCR検査ワクチン接種等の休日が増えている

遠方の取引先へ営業に行くことができない、取引先も自由に営業ができずこちらでの商談が難しい

来年の仕事、営業活動などが制限されて難しく感じます。

売上に関しては卸売りは多少の減少だが、小売りは来店者も減少しており減少が大きい

通販事業が主流だったが、百貨店通販事業の撤退や縮小になった経緯からすると他の流通に置き換えるか検討中。

地域間の往来・外出自粛の要請に伴い、提携業者等との意見交換会等、対面での話し合いが思うように行えなかった。

悦意努力はしているが長期化すれば雇用含めて厳しくなる。今は様々な支援を平等に国・県・市と連携しスピーディーに対応希望

大型物件の工期延期

取引先のコロナ発生時に、その事業所の仕事が停止し、収入減につながっている。

県外の仕事が多いため、県をまたいだ仕事がしにくかったり、県外ナンバーで躊躇する時期もあった。

仕事の減少

売上の差額が緊急事態宣言により影響しています。宣言やまん防を発動しても自粛していないと感じます。経済活動が大事だと私共は思っています。

中期で売上が落ち込み気味でした。今後いつコロナが終息するのか考えると息苦しくなります。

公共事業が少なくなり影響を受けている

売り上げ減

営業再開の目途が立たない

法人企業は、申告が明確なため、私達のような小規模企業に対する補助金が少ない。

テレワーク、WEB会議よる設備投資がかかった。

対面での会議や打ち合わせ、訪問などが規制されるので不利の面が生じてきた

イベントの中止による売上減少

再開後一時的に来客はあるが長く続かない。

日常生活に絶対必要とされる業種ではないので、一番最初にカットされてしまうものなので、日常生活に沿うようなものを販売していくように考えている。

緊急事態宣言中はボディケアを休んでいるので売り上げが低下している

コロナウイルスの感染は、飲食店が感染防止の対策をしても、お客様の会食（飛沫感染）で起きているのが大半なので、お客様の問題である。（お店への対策よりもお客様の

対策の方が重要である）

イベント音響部門の業務が壊滅的です。飲食業以外にも目を向けてほしい。

マスク着用の為メイク用商品が売れない

借入をしたいが、借りても返済ができるか心配で借入ができない。

巣ごもり需要なのか忙しくなりました。自宅用だったり家族に送ってあげたりとか。

長期化による資金源　東南アジアからの資材調達難

人流の抑制により営業活動に支障がある

開店時以来の経営の危機

売上の減少。アルバイトの給料減。団体客の減少

コロナウイルスにより、マスクを外せないので、一日中マスクを着けているため、お化粧をする人が減り、販売に支障が出ています。

コロナウイルスが長引けば売上の減少になる。

人の移動に伴い、当店の商品は動くので、制限がかかってしまうと、売上に影響が出てくる。

ワクチンパスポートの導入に反対

お客宅への訪問時間が長くとれない。また、往訪を拒まれるため、思ったような営業活動ができない状況にある。

助成金の該当基準の見直し

当店は日常の生活するに必要品ではないので（美術品）、今後不安で先行き厳しいだろうと思う。いろいろな行事がなくなり、今までのやり方ではダメです。変化　過去に戻ることはありません。

ホテルの婚礼衣装を中心に仕事をしているが、コロナにより婚礼が全くなくなり、仕事がない。長男を後継者として考えていたが、息子には、違う道へ進ん

でもらうよう家族会議をした。

昨年は、巣ごもり需要で一時的に良かったが、コロナワクチンを接種し始めたら副反応で欠勤者が多くなり、生産に支障が出た。

外食産業向けの商品が減少していて、売り上げに大きい影響がでている

製造するにあたって原材料（鉄板）の入荷ができなくなっている。単価が上昇しているに対し客先の値上げをお願いしているが、なかなか回答が来なくて困っている。

展示会の開催ができない、陶芸教室などの減少、来客の減少など、計り知れないマイナスの影響を受けている

祭典の中止により納品延期要請を受けた。製品付属品の製造工場廃業による供給不安と価格アップ要請、弊社製品への価格転嫁が難しい状況。

長期化する緊急事態宣言で衣類の会社の展示会による受注が少なく、売上減が続いている

とにかく県外から流入を止め県内の経済回復を独自にすることが望ましい

飲食店、ブライダルのクライアントが多く、影響が大きいため、何とか他の部分の売上を上げるために頑張っている状況です。特にブライダル関連は、先行

きが心配です。

小規模事業者ほど影響を受けやすい。小さい商業者が生き残るため、行政から予算をもらい独自支援をしてほしい。

見学の制限、集合研修の中止→オンライン研修へ変更

派遣先企業のコロナ禍の影響度による雇用安定のバラツキによる派遣職員への処遇調整に腐心している

直接の影響はないが、人の動きが停滞しており、すべての事がだんだんと落ちていく感じがしております。

お客様の不況で取引が終了した件数が増えていますので、今後大変だと懸念しています。

酒以外の商品販売で売り上げはあまり減少していないが、酒の売り上げ減少特に高価格商品（酒）はほとんど売れないので利益の減少が大きい。

身の丈にあったデジタル化とリアルの融合を模索しているが、同時に経費節減、業務の効率化、新規事業の開拓等が課題。コロナが長引けば元の経営には戻らない。

顧客の減少

全体的に経済が縮小しているので打つ手なし、環境問題によるコストの増大を吸収する術がない、石油関連の資材が多くをしめるので将来の展望がよめない

行政に対するご要望

需要の停滞

コロナ禍による人流の制限による来客数の減少

行政への要望

影響など自由回答


