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新型コロナウイルスによる 

登米市内の企業活動に対する影響調査 



 調査の実施方法等  

 

(1) 調査の目的  

新型コロナウイルスの感染拡大が市内企業の企業活動に影響を及ぼすことが懸念され

ることから、その実態を把握し市内企業や民間団体、行政と共有し各々の立場から対策や

活動をする上での参考にしていただく為にアンケート調査を実施した。 

 

(2) 対象企業 また 対象者 

登米市内にて事業所がある企業 

 

（注）本調査における「市内企業」とは、次のいずれかに該当する企業をいう。  

①登米市内に本社がある企業  

②本社が県外にある場合は、工場や支店等が本市内にある企業  

 

(3) 調査の方法  

ＦＡＸ・メールによる書面アンケート（市内団体や組合、企業など） 

（公社）とめ青年会議所メンバーからの配布 

Facebook・ホームページによるＷｅｂアンケート調査  

 

(４) 調査期間  

４月９日（木）～４月１６日（木） １８：００ 

 

(５) 調査票の発送・回収状況  

【協力団体】 

登米市観光物産協会 登米中央商工会 みやぎ北上商工会 登米みなみ商工会 

登米市産業振興会 みやぎ登米農業協同組合 登米町森林組合 東和町森林組合 

津山町森林組合 登米電気工事事業協同組合 宮城県経営者協会 登米支部  

宮城県北生コン共同組合 宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合  

社団法人登米市法人会 登米市医師会 登米市歯科医師会 登米市社会福祉協議会 

※他市内企業 

発送数：約４００件 

【とめ青年会議所メンバーからの発送】 

発送数：５２５件 

 

回答件数：５４８件（発信総数 約９２５件） 

※（注）WEB・ホームページ上においてアンケートの募集を実施したため、一部市外企業の 

回答も含まれます。 

※こちらのアンケートでは極力原文ままで掲載しております。 

※短期間での集計ですので誤字脱字等ご容赦下さい。 



 

 各 位  

新型コロナウィルス感染拡大に伴うアンケート 

Ｑ１．お勤めの企業先についてお教え下さい。 

□登米市内  □登米市外 

 

Ｑ２．業種をお教え下さい。 

□農林水産業 □建設業 □製造業 □小売業 □金融保険業 □不動産業 □運輸業 

□介護・福祉・医療 □サービス業 □飲食業 □美容関係 □宿泊業 

□電気・ガス・水道業 □その他           

 

Ｑ３．現在、新型コロナウィルス発生による事業活動への影響はでていますか？ 

□甚大な影響が出ている □影響が出ている □今後影響が出る可能性がある □影響はない 

 

Ｑ４．新型コロナウィルス感染症による経済的な影響についてお聞きします。 

３月の売上の変動について選択して下さい。  

□昨年並みかそれ以上 □１～３割下がった □４～７割下がった □８～１０割下がった 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で企業活動に関して新型コロナウィルスの影響がありまし 

たら、具体的にお教えください。 

 

 

 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している 

対策がありましたらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

 

 

 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ返信先 ０２２０－２３－９６９９ 
ご協力ありがとうございました。集計結果は４月２０日（月）公開予定です。 

 

 



アンケート集計結果 
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回答結果 建設業（１０２件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい。 

甚大な影響が出ている 4 

影響が出ている 23 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 69 

影響は無い 6 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 63 

１～３割下がった 32 

４～７割下がった 7 

８～１０割下がった 0 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・自粛モードになればなるほど新築やリフォームなどを考える人が少ないと感じる。 

・建設資材の納入が遅れたこと等  

・資材納入が遅れている    

・工事の着工が延びた。 

・材料の納期遅れ、今後、工事発注の遅れや材料の入荷の遅れが懸念される。 

・衛生用品の不足、現場でマスクの着用等の要請があります。(高額の商品は出回っているがコスト的に難しい） 

・恒例の花見を中止し、社員旅行も延期とした。 

・部材の遅れ、建材及び住宅設備機器の納入の遅れなど。 

・一部の資材及び商品の納入が鈍ってきており、それにより納期が遅れ資金回収が間延びする。 

・現時点ではありませんが、今後どうなるか？と言う不安はあります。 

・資材の入荷待ち、粉塵作業に使用するマスク不足、従業員の安全のために営業自粛をしたいが元請との関係

で独自に営業自粛できない。 

・社内で蔓延しないか心配、住設器具の入荷遅延により現場の進捗が悪い、資材の入荷の遅れ、大手ゼネコン

の営業自粛が響いてくると思う、マスク着用が必須になった。営業部門では業者の訪問が禁止が多くなり営業し

辛くなっています。 

・下請事業者の人材確保が難しくなってきた、除菌用アルコール・マスク等の価格高騰による経費の増大 

・衛生用品（マスク、消毒液）の入手困難。ファイルサーバー機器、受託設備機器の納期遅延。 

・営業活動の自粛による受注状況の減少  

・当社のお客様の約９割以上がサラリーマン顧客なため、それぞれの職業でコロナの影響で休業の不安を抱え

ている傾向が出始め、営業活動による工事の受注が不安定になりかねない状況。工事の延期があるかもしれな

いと客先から言われた。工事の範囲が縮小した。 

・新型コロナウィルスの感染拡大の影響による売り上げ減少などで業績が悪化し、設備投資や外構工事に資金

が不足し、受注が減少している、材料の納品遅れ、今のところないが営業の訪問が減った、営業廻りを控えてい

ます。 

・ユーザーに対して安全安心を伝える方策があればご指導いただきたい。 

１．住宅設備機材の入荷が遅れている ２．住宅展示場への来客外出自粛により極端に減っている 

・資材（外国製）が入ってこないため工事が進まない、（塗装業） 



・現場で使うマスクがないため、従業員各自にマスクを手作りしてもらっており、負担になっている。 

・飲み会に誘われなくてすごく良い 

・一部の材料がはいってこないために工事が進まない 

・衛生商品が品薄なのでマスク無しで訪問すると白い目で見られる、逆にマスクして伺うとどこで購入したの

か？又は、分けて欲しいと言われる。 

・海外で生産している材料の入荷が悪くなった。   

・営業活動がしづらくなり、電話やメールでのやり取りが増えた。 

・マスクが入らず、福祉施設に行く際に入室を断れることがある。 

・一時期は住設機器の入荷の見通しがたたなかったが、現在は多少の改善はある。 

・景気の後退により設備投資、住宅建設の冷え込みが危惧される。 

・資材受注停止  ・取引先が業務縮小始めた。  ・イベント中止。 

・納期遅延お客様が会うのを遠慮するようになった。  ・建設工事の見送りで工事数が減っている。 

・現場の一時休止、営業活動が制限される。顧客との打ち合わせが困難でスムーズな対応が難しい。 

・昭和 40 年～45 年のコロナウィルスと同様の症状が出て多くの人が死亡しました昭和 45 年までは外国の照

待は経費と認めるが 46年以降は認めない 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・マスクの着用、消毒液の設置。  

・手洗い・うがいの励行。  

・発生・感染予防チラシの掲示。 

・出勤時の体温測定の実施（一部従業員）。  

・また、マスクの支給を行っている。 

・社員へのマスクの配布、社内及び作業所へのアルコール消毒液の設置を実施している。 

・手洗い・マスクの励行。マスク着用と消毒液等の備え付け。従業員個々の危機意識の徹底(朝礼等で周知) 

・5月GWに 11日間の連続休暇（4/26～5/6)を予定。 

・出社前検温で 37.5 度以上は自宅で経過観察し 37.0 度以上は出社後再検温し経過観察を取り決め実施

中。 

・三密箇所の自粛要請(業務命令に近い形） 

・各現場にマスクを含め衛生商品の配布。マスクは不足していますが、仕事場に消毒液を常備している。 

・感染予防の資材が入手困難。 

・休日の外出を控えることや、手洗いの徹底等を呼びかけている。今後マスクが入手できたら、社員に配布する

予定でいる。 

・打ち合わせ時にはマスク着用、外から戻ったら手洗い消毒融資など調整中。 

・衛生面はやれる限りのことはしています。会社でのマスク着用や、手などの消毒を徹底的に行う。現在は従業

員の体温チェック。 

・今後の資金繰りについて先に述べたように、引渡しの遅れに伴う回収の間延びで運転資金に影響が出るよう

であれば早めに資金調達に動く。 

・自分は感染している。と思いながら行動しています。接触時のマスク着用程度ですが。 

・外仕事ではあるが、手洗いうがいマスクの着用を周知。 

・毎朝の従業員の体温確認と、ウィルスの情報共有社員にマスクを配布。 



・消毒液の配備。手洗いうがい、人の集まる所に行かないようにしています。 

・マスクの着用、消毒。マスク配布、アルコール消毒薬。 

・今は良いが現場で発症者が出たときに休業しなければならない。従業員から発生しないように衛生管理の徹

底。 

・マスク着用、次亜塩素酸配水を噴霧及びスプレーを用意、3密を避ける 

・マスク、手指消毒液の確保。 

・マスク、消毒液を入手し各現場へ支給する。感染予防対策や健康管理を行う。 

・１．出社前の体温測定とうがい手洗い及びアルコール消毒の徹底。２．業者等の訪問を控える通知 

・コロナ感染の見通しが長期化すると見越して、積極的に営業活動（チラシやホームページなど）を実行し、休業

しないでできる限り自社努力でこのウイルス戦を乗り切りたい。社員一同と共に。 

・会社主催の懇親会・歓送迎会・イベント等の開催の自粛、咳エチケットの徹底、集団では集まることを避け、不

要不急の外出を極力控える。   

・手洗いの徹底。   

・社員にマスクを支給。   

・事務所に除菌剤を置いている。 

・手洗い・うがい・マスク 

・手指の除菌液、除菌シート。衛生面で除菌スプレー。  

・現場に次亜塩素酸水を配布した。 

・マスク・手洗いの徹底、喚起、人との距離感などの注意喚起。   

・誘われても断る勇気。 

・自社に来る営業マンとの打ち合わせ場所を既存の事務所から別棟に移動してマスク、手の消毒をしていただき

打ち合わせをしています。 

・会社の存続するにあたって資金が必要。資金調達はしたい。 

・社員、社内の衛生管理の徹底を図り、現場においては外注業者の徹底管理を行う。 

・１．政策金融公庫と相談（不動産の売上減） ２．マスク、アルコールを購入、展示場に用意 ３．テレワーク 

・消毒液は確保出来るので多方面に配ってます。 

・売上が著しく減る場合は各種補助金を検討。 

・現場入場者の体温測定の徹底、体調の聞き取りを進めている。 

・本社では張り紙で衛生管理の徹底と、来客時は時短での対応とさせていただいている。 

・追いかけている案件をものにできるようにこまめに動くようにしている。 

・お客様訪問時マスク着用。作業員の感染予防にマスク・手指消毒を徹底しています。 

・マスクの着用、除菌。 

・感染予防策として全従業員へのマスクの配布、営業所、各現場事務所への除菌用薬剤配布・使用の義務化、

営業所、各現場での従業員及び来客者の検温及び検温記録用紙への記入要請・依頼、勤務中マスク着用の義

務化 

・個人ごとに対面者の記録の指示（行動履歴）、各種会議打合せの縮小。 

・従業員へのマスク使用、手洗いへの指導。 

・とりあえず現状マスク着用と手洗い消毒。 

・マスク着用・手洗い・消毒。衛生面ではアルコール除菌剤の配布 

・事務所内定期換気、マスクの配布 

・マスク、手洗い、消毒、アルコール飲料。 



・昭和 45 年現在の経産省でワクチン開発し症状がなくなりました。昭和 46 年外国に行くことを経費で認めず

外国に行く人も少なく症状が減りました 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・都心だけでなく、地方でもかなり影響を受けている企業や家庭があるのでもう少し色々な視野で考えて欲し

い。 

・会社経営に影響があった場合の資金繰りに対する助成。 

・今後ともコロナ終息に向けて、医療関係者・コロナ対策に尽力くださる方々に手厚い支援をお願いしたい。 

・子供たちの学校・保育園などへの対応は慎重にして欲しい 

・マスコミによる過激な報道の抑止。 

・インターネット・SNSなどでのデマ・誹謗中傷など抑止の啓蒙。厚労省などで対応に置かれている方々も大変

だとは思いますがコロナの終息に対して、多少のことは我慢しますので、力強いリーダーシップのもと頑張ってい

ただきたい。 

・休業した場合の補償。 

・現金給付等の支給基準の明確化と迅速化。 

・衛生用品の安定供給。感染予防の資材供給の後押し。国の政策を待っていては遅い。 

・自治体が市民を守り、企業は従業員を守るために、迅速な行動を取るべき。事が起きてからでなく起こらない

よう、対策を急ぐ必要がある。 

・売上低下の場合貸金保障１．登米市もパチンコ店等休業要請した方が良い２．関東方面から来る人の検査をし

てほしい３．登米市内の１０代から４０代の人の危機意識が低い。 

・児童手当をもらっている所帯だけでなく、正直高校生、大学生がいる家庭も大変です。 

・学生の居るところにも何か考えていただきたいです。・人口一律 30万の支給して下さい。 

・生活弱者保護も良いが、これ以上の弱者を出さないために地方の中小企業のバックアップを考えていただきた

い・やはり、マスクと消毒液が…。 

・情報が少なすぎる。また、助成金などの対策を早急に行い、倒産させないから、と安心のもと人が集まる飲食店

を休業してもらえれば、感染が減ると思う。対応は速やかに行って欲しい。 

・感染者の詳細情報について出来る限りの開示・今の対策では、感染拡大は止められません❗ 

・対応策を早めに打ち出して欲しい・大手ゼネコンの営業自粛がニュースで発表されました。これから影響が深

刻出てくると感じています。 

・衛生管理のマニュアルや指針を出して欲しい 

・景気刺激策に期待します。 

・同情するなら金をくれ！ 

・都市中心の対応も大切ですが過疎地域についても迅速な対応願います 

・保険用具（マスクなど）の整備と配布をいただけたら幸いです。 

・現在、感染者または個人情報の関係から公開は難しいでしょうが、やはり感染拡大を防止していくためにはあ

る程度地域などの一般公開をして、住民の理解と協力、自覚ある行動がなければ感染者を食い止める可能性は

低いと思う。もっと緊急事態宣言の内容を強化して、このままだと人類が生か死かということになりかねないこと

を国民に訴えてもよいと思う。 

・中小企業に対しての支援を各自治体に任せるのではなく、国全体として速やかに対応して欲しい 

・緊急事態宣言は国内一斉じゃないと意味がないと思う（宣言の出ていない他県への移動等）外国の様に罰金



を取るくらい厳しめで良いと思う 

・国からのマスクはいりません 

・緊急事態宣言をされていない県や休業要請されていない会社でも自主的に従業員を休ませた場合でも休業

手当支給の助成の確約 

・税金・社会保険料の免除・補償問題など後回しで良いので、まずは、人の移動を全て止めて早めの終息を願い

ます。 

・個人にせよ法人にせよこの先かなり厳しいので助成金もしくは審査関係なしに資金を配布して欲しい 

・暇になった人の人材活用 

・飲食店の人を医療等の手伝いとか配達業務の手伝いとか 

・感染の恐れがあまりないところで仕事の創出をすべき 

・外注下請け業者の対応次第で工期の遅れが心配されます。中小規模の事業に対する支払い猶予期間の延長

を認めることができないものか。 

・消費税の減税が実施される、されないというニュースが出ていますが、おかげで注文住宅決済を消費税の変

動後、決定をまち、延期する方が出ている。消費税云々で仕事に影響が出ている。速やかに対応して欲しい。 

・このままですと間違いなく弊社は年内で飛びます 

・早急な資金援助、今年度の税金免除、社用車も税金免除(個人所有は省く)お願いしたいと思います 

・登米市を良くしてほしい 

・休職している方への給付金を早急にしてほしい。PCR検査が容易にできる環境を整備してほしい。 

・様々な業種の声を集め、適切な時期に施策をだしてほしい。 

・今のとは別の、この先の無利子融資。空き建物、国、自治体所有建物の医療機関利用。 

・もっと一般の中間層の国民の目線で現状を考えて欲しい。 

・休職者や休業事業者に対しての助成を早急に行ってほしい。 

・再度、経産省で薬品の開発を要望してください 

・登米中央商工会理事高橋文章と打ち合わせをしたいときは事務局に連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 製造業（75件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 6 

影響が出ている 40 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 29 

影響は無い 0 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 29 

１～３割下がった 38 

４～７割下がった 6 

８～１０割下がった 2 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・イベントや大会などの中止や延期が相次ぎ、４月からの売り上げに相当の打撃を受ける見込みです。政府でい

うところの昨年や前月のとの比較などが言われていますが、そうした物が顕著に表れるのは１ヶ月後や２ヶ月後

になるのでそこからの申請になるのでは・・・借り入れも先が見えなく踏み切れずにいます。 

・何件か仕事の見合わせがあった。 

・資材（中国から）の入荷不足・品物入荷量が減少、製品の値段が下がりすぎて。 

・テレワークが始まった 

・イベントが無くなった・商談回数の減少、従業員のメンタル面の心配 

・催事や展示会といった催しが軒並み中止となっている為、目先の売り上げの他に長期的影響も避けられない。 

・催事や展示会といった催しが軒並み中止となっている為、目先の売り上げの他に長期的影響も避けられない。 

・新規得意先の監査が先延ばしになってる。 営業活動の停滞。 

・生産のための素材が入ってこない 

・出張が原則禁止になるなど、業務を進めるうえでの制約が多くなっている。 

・営業活動ができない。ウイルス感染対策費用の増加。 

・行動範囲の縮小（仕事での出張や私用での外出等） 

・操短・営業訪問を断られた・客先で販売不振や部材が入らない事で生産計画に後倒し等が発生し当社の受注

が減っている 

・学校給食向けの調味料が出荷停止・首都圏、仙台市内の業務用調味料が停止・各種展示会の中止、販売促進

活動の中止、宿泊を伴う出張の自粛、商談日程の見合わせ等。 

・売上増減以外の影響は特にありません。 

・得意先の売上が減っているため、今後長期的に渡って売上が減っていく可能性がある。 

・感染予防用のマスク、アルコール等の不足 

・従業員がコロナ感染をこわがる 

・イベントが中止なので関連業者は影響が大きい 

・子供達を抱えている家庭は特に困っている学力低下 

・中国生産、日本支給の部品・順調でなくなった（２月頃から）。稼働調整を強いられている。 

・営業活動に対して訪問営業を控えているため、今後の販売額の減少、物件の遅れ。 

・部材入荷の遅れ。 



・顧客工場の稼働停止に伴う、生産計画の先送り。 

・顧客生産計画の見込みが提示されず、自社受注見込みが立たない。 

・訪問営業活動の停滞。 

・給料があがりませーん 

・全ての企業に影響しているので全滅になる 

・イベント等が中止なので街が死んでしまった 

・社内感染防止グッズが手に入らない。（マスク、消毒液など） 

・営業活動の自粛 

・来社のご遠慮依頼 

・人数集めた会議などの中止・海外の材料が入らなくなった 

・各種行政・団体のイベント、会議等がほぼ中止になった・客先訪問時のマスク着用 

・生産現場での影響はありませんが営業面で訪問は出来るだけ控えさせております。 

・今後、在宅勤務等の検討する可能性あり 

・マスク着用義務化 

・得意先で出禁になったところが増えた 

・仕入れ先から材料が入らない 

・材料調達 物流など海外を中心に確認の手間や代替え特別運賃などの発生 

 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・手洗い、うがいの徹底 マスク着用の推進 各部清掃、消毒・従業員に 3密にならないよう指示等を行う。 

・会議などは少人数、換気の良い場所、短時間にする。 

・マスクの着用、出社時除菌を行う。 

・換気、消毒、マスク着用 

・とにかく今はうつらない、うつさないための方策としてお客様にも極力お伺いしないようにし、電話やメールなど

での対応をさせていただいております。 

・資金面は、この局面を乗り切る迅速な支援を国や自治体に希望します。長引けばどうなることか不安です。 

・今後登米市にも広がってくれば益々仕事が減って、資金繰りも検討していかなければならない。 

・営業所として取り組んで事は手洗い・うがい・アルコールによる消毒・マスクの着用・朝の検温・不要不急の外

出を控える事に取り組んでいます。会社としては上記以外に一部社員の出勤を交代制にしております。 

・会議など集合しての密集を避ける（集合させない）・休憩室に入る場合、手洗いうがい、除菌、マスク着用の徹

底 

・定期的な喚起・接客業なので従業員にマスク着用義務。 

・人との接触を避ける・密集しない、手の消毒、換気 

・衛生面：毎朝の体温チェック及び健康観察。手洗いの励行。うつらない・うつさないの啓蒙・資金面：雇用調整

助成金の申請準備。金融機関との打ち合わせ・嗜好品を扱う企業としては終息を切に願いながら、まずは従業

員の安全確保の為、首都圏への出張禁止、出勤前の検温など。 

・来客者用に玄関にアルコール洗浄を設置。・早めに売上の下方修正をし助成金をもらおうと思っている 

・出勤前の検温、会議参加人数の抑制、アルコール洗浄剤の設置、次亜塩素酸水による殺菌、昼食時/休憩時な

どの対面飲食の禁止、など 



・アルコールは入手できなくなったので、次亜塩素酸の導入を検討中 

・マスク不足への対応、アルコール消毒薬の確保 

・不用、不急の意味を考え相対の関係者に気をつける 

・融資を受けることを考えている・全従業員マスク着用外出自粛昼食休憩時間の分散取得事務机の分散配置等 

・テレワーク等業務効率化への準備 

・今後の原料確保準備（輸出入関連、危機管理情報） 

・東京営業所、大阪出張所所属社員は基本在宅ワーク。仙台営業所所属社員は基本営業所内ワーク。 

・資金面において新型コロナウイルス感染症特別処置の申し込み等を行っている。 

・融資制度の活用を検討中・現状社内環境を整え、生産性の向上やスリム化を目指して経営しています。 

・3つの密・資金借り入れ予定（事業継続の為） 

・マスク、接触、不要不急の外出を避ける・自己防衛以外はない。集団の集まりはしない、行かないの方針。マス

クの着用・マスク、手洗い、消毒、会食の自粛等・３密回避の徹底。 

・来訪者の低減。 

・休業実施。 

・運転資金の借り入れの計画。 

・税の延納。 

・方策できないくらい影響甚大 

・借入しても返済できない 

・無保証、無担保、無返済が必要 

・外部業者や来客者に対してアルコール消毒をお願いしている 

・社員にアルコール消毒液を配付し、社内外での使用を励行している。 

・衛生面以外は特に無し 

・社内環境を整備する 

・除菌・消毒液を玄関や事務所内、トイレに配置した・従業員の毎朝の検温、手指の消毒、マスク着用徹底 

・営業マンへのマスク配布・換気、除菌剤の散布 

・登米市内にも影響が出てきた場合金融機関などより資金繰りを検討しなければなりません 

・マスク着用、うがい 

・手洗い（アルコール消毒） 

・今後：事務所内での人の分散、営業のテレワーク 

・マスク着用 

・手洗いやマスクの携帯は励行させていますがそれ以外はありません。この先売上が減少する場合の資金は今

の所状況次第で判断する予定です。 

・時差出勤の実施 

・検温 マスク 

・アルコール消毒 

・手洗い、うがい、マスク、規則正しい生活や食事 

・手洗い体温測定実施。昼食場所の混雑緩和と座席の方法指示。同居者含み 37.5℃以上は自宅待機。不要不

急の外出自粛。出張打ち合わせ原則禁止。マスク着用等。 

・従業員の休業を検討中（雇用助成金） 

 

 



○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・条件や要件付きの支援では、全く効果ありません マスクの配布をやめて別の支援にまわしてください 

・県外からの行楽目的の流入が確認されているので規制してほしい 

・マスクも必要だとは思いますが、日本国民はとても賢く各自の使用分は結構確保しているか、工夫を凝らして

乗り切っているように思います。医療機関など今緊急に必要な施設などにお配りいただきたいと考えています。

そして今行政が真っ先にすべきは経済支援です。いくらで足りて、いくらで足りない事情はそれぞれ違います。

国の提示した額は焼け石に水…などとの話も聞きますが、とにかく今を生きていくための施策として一律で全国

民に支給すべきと考えます。今を生きることが明日からも生きることに繋がると信じます。今はそんなところに来

ていると感じます。・あとは、行政に支援を求めつつも、自力で今何ができるかを模索していかなければと考えま

す。かつて何度も苦境を乗り越えてきた日本国民ですから…自分自身を鼓舞して頑張ります。 

・諸外国のように給付金は線引きなく、国民一律で給付してほしい。 

・除菌スプレー、マスクの配布・マスク不足。濃厚接触じゃなくても、検査して欲しい。 

・経済面は全て保証していただき、感染者・死者を減らす対策を万全にしてほしい。 

・平等で一律の給付金を素早い対応・国は戦後最大の愚策を行っている。本気で新型コロナウイルスを早期に

終息させると思っているのか。今の緊急事態宣言による対応ではいつ終息に向かうのか不安である。また、休業

に対する補償は、無いに等しい。民間の努力に頼りすぎており、国はすべての国民一人一人がある程度の日数

を生活が出来る支援を行い早期終息を実現してほしい。 

・マスク２枚で何の安心が得られるのか。収入が減らない人たちの考えは理解できない。 

・今後どこまで影響が出るかわかりませんが弊社として税率の緩和や優遇など資金面で負担になる部分の対

応。 

・各省庁のＨＰに金融支援や融資については沢山あるが、企業内で感染者が出た場合の正しい処置、報告先な

どは見当たらない。感染者が出た場合の処置について分かりやすく公開してもらい、統一したルールに従い行動

することが必要ではないかと思う。 

・助成金額を増額してください。 

・とにかく長期化しないように頑張ってほしい。 

・法人税の減税 

・1世帯に 2枚のマスク配布でなく家族全員分必要 

・アルコール、マスク提供して下さい 

・今後とも地元企業への優先発注をしていただき雇用の維持を是非ともお願いしたい。（市外に発注すると売り

上げ減少により企業が継続できなくなる） 

・助成金を柔軟に対応してほしい 

・食品製造業の維持継続のため、①原料確保（輸出入/大豆、米など）情報の充実②テレワークで対処不可な業

務への一定の理解、仕掛けづくりの予算組み・正確な情報をタイムリーにお願いしたい。 

・補助金等の迅速な拡充 

・飲食業や観光業などが廃業してしまうと、経済規模が縮小してしまい相対的に日本経済の縮小に繋がる。売上

が著しく減少している業界にテコ入れしてもらい、コロナウィルス終息後にお金の使い先が無くなるような事態

は避けて欲しい 

・今回のコロナで仕事が出来ない状況となりローンの支払い、保険の支払い、車の車検と生活が非常に苦しい

中、生活給付金、助成金などありがたいですが貰える人、貰えない人が居ます。ホボホボ、貰えない人の方が多

いと思います。行政、国も苦しいのも分かります。しかし、その中でも支払い金額は変わりません！支払いを減

らす事は出来ないのでしょか？給付金が難しいのであればコロナが落ち着く迄の間、各、支払いの減額も是非

検討して頂きたいです。宜しくお願いします。 



・コロナ報道で首都圏も地方も同じに考えてもいい。地方の人は真面目だから外食が減少しどうにもならない責

任取りたくない要請でごまかしている。 

・国の金を分散するしかない 

・曖昧な表現は避けてほしい 

・実情を正確に報道してほしい 

・資金的な手当ては早く、そして何より据え置きを１～２年取ること。 

・よくわからないコロナの実態を早く早く鮮明にしてほしい。 

・個人への生活資金補填も重要だが、企業の経営困窮・破綻は将来の地域社会の経済に甚大な影響を与えるこ

とは当然である。現状において資金借入も返済を自らが保証できる企業などごく少数であり（将来の売上が必

ずしも増える保証がどこにもない）、企業存続のための借入によらない補填が必要ではないかと思う。あるいは、

返済は柔軟に対応することが約束される仕組みが必要ではないだろうか。 

・無能な経営者を駆逐しよう 

・市には情報発信を迅速に行ってほしい 

・国は閣議決定したら早く実行してほしい 

・国民は口を開けて待っている 

・マスクなどの増産と金銭補助を早急にお願いしたい 

・効果的な経済対策・社内で感染者が発生した際のガイドラインの提示（製造業のは現時点ではないようだ。4

月 10日現在） 

・とりあえず何とかなっている業界は良いので、大打撃を受けている業界に延命措置をお願いしたい 

・感染者が出た場合の休業補償、従業員への給料補償 

・行政は良かれと思う事をスピード感もって対策を打ち出してもらいたい。金融面でのメニューは多く出てます

が使い勝手の良い内容にしてもらいたい。 

・各業界の復活を望みます。 

・経済対策・マスクを増産してほしいです！お金の心配があるこそ無理してでも仕事をしないといけない方々が

大勢いると思います。 

・お国様としては人をとめる経済をとめるのは怖いことですが、このままでは皆が共倒れをしてしまい大不況にな

るのも確実だと私は、考えています。 

・お金のさらに手厚い補填のほう宜しくお願いします。 

・真水で 50〜100兆円規模の個人法人双方に対した莫大な財政支出をお願いしたい 

・頑張って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 小売・卸売業（７５件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 13 

影響が出ている 42 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 18 

影響は無い 2 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 19 

１～３割下がった 42 

４～７割下がった 11 

８～１０割下がった 3 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・今後、影響が出てくる可能性もあります。 

・商品によって入荷が 5月以降になりそう 

・納品の量の減少 

・体調管理 

・特需で売れている商品があった 

・マスクが買えないのに、マスクを付けないとお客様に嫌がられる。 

・店舗へアルコールスプレーの配置 

・イベント会場での対面・展示販売を主としているが、４月以降はイベント中止等で会場を借りられない。４月以

降は７割程度下がる見込み・海外ロックダウンで輸出取引減。DHL 等のサービス停止。物流不安。海外銀行休

止・取引先と直接会って商談ができない。 

・仕入れ先の出張が、なくなり、かつ営業にも、お邪魔するのも、遠慮しています。 

・お客さんから除菌グッズ・マスクの問い合わせがあるが入手が困難である。 

・現在も入荷のめどがたたない商品がある。 

・職人が少なく取引先が海外に委託している為一時期生産がストップしており、日本人技術者を確保しなければ

ならなくなると、お客様に安定した提供ができなくなるのとコストに不安があった。少しづつ先週くらいから改善

されてきてはいるが、不安は残る。 

・今後、大型のイベント(祭り、式典など)が自粛、中止があいついでいくと仕事がないばかりか、損失が大きいと

予想される。 

・顧客の売り上げが下がっているので、相対的にこちらも下がってきた 

・全体的に景気が悪化している気がします。 

・電気製品メーカーが中国での生産が多いため 2月以降入荷が止まり販売できないものがあった 

・売り上げ減 

・都市部から営業マンが来れなくなった、営業活動を控えている 

・来店客数の減少 

・お茶飲みにも来ない。 

・顧客や地域住民との積極的交流ができない 

・仕入れが普段通りにできない 



・外出機会が激減している。 

・周囲がみなやすむのでは活気がない 

・長期戦になったら皆滅する 

・中国での組み立て製造が多いため、商品が入らない 

・雇用確保・輸出先の受入停止等物流に影響有・営業時間の短縮要請があり、短縮して営業をしている。 

・思いがけない商品が売れたり、特需が生まれた商品もありました。 

・問屋間の物流、発注から納品まで時間がかかる欠品が多い 

・メーカーの担当者が来ないことになった❗・・メーカー、商社が休業してる❗ 

・中国で製造してる商品や部品が入らないため、製品の納入が遅れてる。今後はそのために売り上げに影響が

出ると予想される。長引いたならば、台風などの自然災害で使用する資材も品薄の懸念がある。 

・メーカー、問屋の動きが止まった・3月迄は何かと 4月は激減し 5月 6月は予定通りがつきませんがセールス

にも行けないので・・・・・マスクが買えない 

・全ての業種が影響あり人件費や流動経費の捻出に苦労する 

・コロナ去った後が怖い、復旧出来ないかもしれない 

・酒類の売り上げが激減 

・テレワークが出来ない職種なので営業が出来ない。 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・社内へ除菌スプレー等の設置、ドアのぶの除菌、数時間に一度の換気。 

・マスク着用、アルコール消毒 

・市で行っている資金融資を検討中 

・店内空気清浄機設置 

・アルコール消毒の設置 

・マスク着用・手洗い 

・マスクなど 

・特にありませんが、今後検討予定・マスクの手作り、食事の管理 

・３月始めから 検温、マスク着用、体調チェック、手指消毒をこまめに行ってます 

・手洗い、うがい 

・終息後に見込める商品開発 

・仕入れ 

・手洗いうがいの回数を増やしています 

・営業マンの直行直帰を行っています。 

・店舗内での除菌活動、営業の直行直帰 

・融資を検討中 

・在宅勤務、在宅ワーク。 

・今後、資金面で、融資等、考えています 

・店舗の短縮営業を検討している。 

・資金面で商工会や銀行に相談している最中・社員を交代しながらの、勤務体系を考えています 

・２交代制を取り入れ、ＢＣＰ対応を行っています。 

・消毒液の設置・手洗い、うがい、マスク等徹底させています 



・預金を切り崩して運転資金に充当している 

・4/13より交代出勤制をとり班編成を組み 1週間毎に交代で休暇する事となりました。 

・接客業ではあるがマスク着用をしている 

・勤務中のマスク使用、店内などウィルス除去スプレーなどの利用・終息するのを待つのみ 

・無利子の長期資金調達をして長期戦に備える。 

・長期にわたる自粛対策。簡易防疫装備をしての配送等による商行為 

・マスクの着用（従業員）、消毒液の不足 

融資の申込、消毒、マスク等の感染予防・手洗いの徹底、マスク装着、外出の自粛。 

・金融申し込み・接客時は必ず店内の換気・マスク・手袋の徹底、ノーマスクのお客様へは近づかないようにする 

・アルコール消毒、営業時間の短縮・納品・営業後の手指の除菌・厚生労働省の指導に基づいた管理・在宅勤務

し、極力外出を控えている。 

・店舗に消毒液の設置。社員全員に布マスクを提供した。 

・接客にはマスク着用、水回りのタオル撤廃ペーパータオルに変更、手洗いの強化・今回のコロナ騒ぎを、きっか

けにして、自社の改革を、断行します！良いきっかけにします！現金支給すること！一家族 10 万円１企業への

金融支援を！その上で非常事態宣言をするべきです！ 

・衛生材料を集めている。 

・社員及び来客者が会社に入る時に手洗いアルコール、マスク着用の徹底。 

・金融機関との話し合い、事業継続のためのコロナウイルス騒動収束までの協力関係構築 

・3年間無利子借入をしたいと思いますが年令がネックになるかもとの事で不安です。 

・助成金の活用 

・早急に金融公庫のコロナ融資の申請、消毒マスク無く当たり前のことを実行している 対策の仕様が無い 

・運転資金の融資申請中 

・大震災、台風、コロナでノックアウト寸前 

・外出する時のマスク、消毒などの徹底など（マスク、消毒液の入手が困難） 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・各地方自治体で行っている対策で良いと思うことは積極的に取り入れてほしい。 

・しかし、過剰に取り入れられると経済が回らなくなるのでしっかりとアンケートを取りながら対策をとってほし

い。 

・感染者の立ち寄った場所を公開してほしい。 

・休業補償等必要だと思います、しかしこういった状況下でも休業せずに働いている業種（売上減少関係なく）

にも手当や助成金があっても良いと思います。（観戦のリスクを背負いつつ働いているので） 

・この恐ろしい病気が何年後にまた来るかわかりません 

・早くワクチンを開発してほしい早急な対応を願う 

・既に動いておられるとは思いますが、登米市でコロナ患者が出た場合の病床の確保や医療従事者、保健師さ

んの確保、患者さんやその近親者のサポート体制など、広報紙や回覧板など、紙媒体での周知も早めにやって

いただきたいと思います。(行政の方々も日々必死に職務にあたられていると思います。ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。) 

・休業保証・震災の様に復興補助金があると嬉しい 

・生活用品の供給が需要とバランス取れるように対策してほしい。 

・早期の対応お願いします。 



・このウィルスは、明らかに中国のせいであり、中国を強く批判する。中国の隠蔽により、蔓延したウィルス。 

・融資等、中小企業の事を、考えて欲しい。 

・銀行での対応がパンクしている 

・現在支援を渋っている（様に見える）が、何か目的があるなら言って欲しい 

・返済の緩和を検討して欲しい。 

・金銭面は今の仕事を続けていく為のものであり商売されている個人が工夫していかなければいけない。 

・不要不急のレッテルされた商売にお客様が戻ってくるまでに時間がかかるはず。 

・細く長くでも経済活動を止めないよう頑張るので、ぜひ首が回らなくなった企業へ手厚い助成をお願いいたし

ます。 

・接客業の為、会社を休業する事も出来ず、本気で終息させたいのなら、全ての企業を二週間、完全休みに・消

毒液やマスクが手に入らず、対策が出来ない 

・都市部の対応の仕方では田舎には対応していない事を理解して早く資金の手当て等をお願いしたい。 

・マスク配布に国は 500億円もかけてるようですがくだらない政策にスピードを出し大事な一人一人にマイナ

ンバーを利用して現金支給することが最初にやる事ではないか・保証制度の確立 

・マスク 2枚は不要なのでドイツのように金銭をすぐに振り込んでください 

・固定資産税や法人税等減税してほしい・ 

不足している家庭用マスク、消毒剤等々の登米市独自の確保、各家への配布等の企画努力を今まで以上にし

てほしい。市民の不安解消への努力姿勢を示す時である。 

・政府 政治家はもっとしっかりしろ 

・情報をしっかり届けて欲しい。 

・一刻も早い支援金を！！ 

・ゼロ金利の制度早くスタートしてください 

・迅速な給付金の対応 

・早急の対策を願う 

・今回のコロナウィルスに対して、国が打ち出している政策を登米市内対象者が円滑に活用できるよう、市の行

政、商工会、金融機関等にフォローアップして欲しい。 

・諸外国に倣い徹底的な外部との遮断を一定期間設けるべき。その上でその期間の補償を制限なく行うべき 

・企業や個人に対する補助金等の手厚い支援を迅速に対応していただきたい。 

・顧客収入減により売り上げが下がること、買い控えが起こるであろうことは予想できる。一時的な現金支給は

大切ですが、中長期的な補助が必要。また休業要請するなら倒産しないための援助はやってほしい 

・店舗営業に関する助成を依頼したい。 

・封じ込めの政策と共に、経済面への支援も速やかに行ってほしい。 

・1日も早い給付金をお願いしたいと思います。 

・積極的に経済支援や飲食店応援をして欲しい。 

・コロナを封じ込めるための思い切った政策、回らくなっている資金面への確実な補償、正しい情報、国民の不

安解消、スピーディに対応して欲しい・感染防止対策または支援策 

・手続きの簡素化 

・給付金や融資手続き簡便化、審査の緩和、スピード化・登米市の感染予防対策が発信されていない 

・危機感がない 

・現金給付を迅速に（5月では遅い） 

・国、行政の対応が曖昧で遅い 



回答結果 飲食業（55件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 33 

影響が出ている 19 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 3 

影響は無い 0 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 3 

１～３割下がった 15 

４～７割下がった 26 

８～１０割下がった 11 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・マスク着用・除菌スプレー等の仕入れ難 

・イベント自粛によるイベント出店の損失 

・野菜等の値上げにより、原価率が上がった 

・イベント出店が中止。 

・来客が半減しましたアルコール消毒手洗いマスクは必ずしています。 

・道の駅米山チューリップ祭り中止 

・イベントなどの中止、団体様の予約がなくなった。 

・店は清潔に消毒を常にするようになった。テーブル扉の取っ手、玄関、トイレ周り等他 

・毎日営業しているが 4月は売り上げが激減した。来店してくれるお客様に感謝です。早くコロナウイルが終息し

てくれることを願います。 

・とにかく、夜外出自粛と言われているのでお客さんが思うように来ないのは仕方ないと思う。けど、持病がある

ので怖くて安心して営業出来ないが、マスクをして仕事をするわけにも行かないので非常に困っている。スタッ

フはシングルマザーなので出勤して欲しいとは思うが、感染してしまうと子供も危険な目に合うと思うと安心して

出勤して貰えないし、その補償も出来ない。 

・衛生面、マスクができずストレスを感じた。 

・営業していると市外や県外からお客様が来るため、感染拡大の懸念がある。 

・休業しています。 

・常連さんでさえ怖がって来てくれなくなった 

・東京で経営している飲食店を休業している。 

・従業員がコロナ感染をこわがる。 

・店舗を休業している 

・空気清浄機や掃除器具顧客などへのアピールに設備投資を行った 

・生活がかかっているので、営業の自粛を迷いながら営業（テイクアウトを推奨）・お店が開けられない 

・売上がない以外にどんな影響があるのでしょうか 

・衛生管理を徹底するようになった 

・マスク、消毒液等の不足・イベントの中止で町内活力が無くなった 

 



Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・店内飲食の時間短縮・融資を検討中 

・店内の除菌の徹底。 

・マスクの着用や入口に消毒を置くなどしている。手洗いうがいについてもこれまでよりいっそう注意深く念入り

に行っている 

・店内飲食無し、テイクアウトのみの営業。 

・今後の運転資金借入れ検討中。 

・消毒薬が足りなくなるのではと心配です 

・出入り口アルコール消毒液と施設毎に備酸性電解水噴射器設置 

・食堂椅子間引き 

・営業時間短縮 

・店内での飲食（ランチ）営業からテイクアウトにシステム変更。アルコールでの消毒や除菌。 

・手洗い うがい 手指の消毒の徹底 玄関に消毒液を用意している。客が座ったら消毒する。 

・お客様に対してマスクを使用して接客する事は失礼だと思いましたが、現在はマスクをして接客しております。

手洗いを徹底してます。衛生面ではかなり気を使ってます。 

・融資制度利用、消毒作業の回数を増やしている 

・アルコール、塩素系液体による消毒・借入を検討している。ウイルス除去の対策 

・コロナにならないよう自己管理に留意 

・融資・公庫等からの借入れ 

・手洗い、清潔感を保つ。 

・ランチ、アルコール消毒、こまめに換気・営業自粛を検討中 

・各助成金や補助金などの活用、従業員のマスク着用アルコール消毒など。今後店舗の計画的休業。・衛生面

は、2月中にトイレなどにアルコール消毒液の設置をしている。 

・資金面は、給付金にしても貸付にしてもどこが窓口なのか書類等何が必要なのか、誰が対象なのか等、分かり

にくく情報が錯綜していてどうしていいのか分からない。 

・店内掃除除菌をしたりも限界で 4月から閉店している 

・客足が減ったことで仕入れ等のランニングコストが無駄になることと、感染拡大防止の観点から当面休業する

こととした。 

・手洗い、除菌 

借りられるくらい借りて状況判断・とにかく潰れないように、休業していきたい 

・運営資金の借り入れ テイクアウト形式の販売 

・融資を検討中・資金借入予定（事業継続の為）・融資を検討中 

・空気清浄、消毒、換気、資金相談・消毒、マスクの着用、換気、座席間隔をあける、大小イベントの自粛、個人事

業主の補助は申請したい 

・店舗を休業 

・金融公庫からの借入 

・人件費削減 運営費削減 消毒・お店をたたむことを考えています。 

・日本政策金融公庫から資金借り入れをしています。 

・惣菜業への参入のため許可の取得、資金繰り 

・手丈全く無く自己防衛のみ・融資検討中。消費税の分割を相談中 



 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・固定費の助成金があると助かります。 

・個人事業主の借入以外での救済処置。固定費の減額申請や自粛期間の現金支給。 

・非課税世帯 30万円の給付金日本国民 1人 1人に平等に給付してほしい 

・営業ができなくなった時の家賃や光熱費の補助。 

・税金等 5月から大変になります。金額も多いです。何か策はないのでしょうか。国や行政は何をするにも遅い

です。お金の件も大変なのは今です。もう少しスピード感をもって対応して下さい。本当に毎日の生活ができな

い人がたくさんいると思います。 

・保証とセットにした強制的な交通機関、各店舗営業活動休止早急に（補助等）対応して欲しい。 

・国には決まったことをスピーディにやってほしい 

・助成金・保証をして欲しい。 

・給付金 

・経営が苦しくなるのでなんらかの救済処置をして欲しい 

・飲食店の休業に関しての補償を厚くして頂きたいです。 

・登米市の去年の贈収賄事件から、当店は大打撃を受けており 3月の売上に大いに期待していたところにコロ

ナの追い討ちがかかり貯えなどほぼ無くなってしまいました。今後どうしていいのか分かりません。感染拡大予

防対策で営業するなというなら休みます。 

・でも、お金をくれなくてもいいからせめて固定費の支払いを遅くして貰えるようにして貰えたら、もうお財布に

お金無くなるけどみんなの為にも頑張ります。でも、仕事も出来ない支払いもできないって電話がなるのが怖く

てたまらない。 

・休業期間の最低賃金の給付・経済的なところをいったん給付金でまかなって、年度末までに一定の収入があっ

た場合は確定申告等で給付金を引き戻したりできないか？ 

・自粛するのは、しょうがないが、助成等、助けて欲しいです。 

・即断…即決…実行、確認、改善 

・大企業ではなく地域の中小企業個人事業主の事を考えたもっと緩和させて頂く助成金休業補償制度の確保

等 

・コロナ報道で首都圏も地方も同じに考えてもいい。地方の人は真面目だから外食が減少しどうにもならん責

任取りたくない要請でごまかさないで！ 

・都市封鎖でもなんでも行ってほしい 

・資金の補助 

・風評被害や安全第一を優先し店を休業しておりますがその前からお客様の行動自粛により売り上げは激減し

ております。経営が圧迫しています 早めに是非、ご支援していただきたいです…・とても辛い日々を過ごしてい

ます。何卒ご一考お願いします。 

・今は営業出来ないため継続した休業補償が必要 

・保証金または援助をしてもらいたい 

・５０代からでも始められる仕事を斡旋してください。 

・復興した際の景気刺激策に期待します。 

・現金の給付 

・早く給付金を出して欲しい。スピード感がない。 

 

 



回答結果 サービス業（４７件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている １４ 

影響が出ている １２ 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある １７ 

影響は無い ４ 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 １３ 

１～３割下がった ２２ 

４～７割下がった ６ 

８～１０割下がった ６ 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・取引先で企業活動に支障をきたしているところが少しずつ見受けられ、影響が出てきております。 

・営業訪問の自粛による売り上げ低迷・営業マンが活動できない 

・従業員に感染が発生した場合の企業としての対応 

・イベント中止になる宣伝効果の減少・海外の商談が進まない 

・必要な出張、打ち合わせができない。 

・一部職員が体調不良や小学校の休校で休み、残りの職員に負荷がかかり更なる体調不良を引き起こしてい

る。 

・顧客回りなどの営業活動を自粛している 

・展示会への動員が少ない 

・セーフティネットの融資が新たに設けられたことによりその相談及び対応の時間がが増えている 

・既存社員の削減 

・会社を休ませられて収入がない 

・営業(ルートセールス)も出来ずに事務所待機状態になっている。 

・店舗内の除菌の徹底など行っております。 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・運転資金の借り入れを検討中・マスクの配布（所員向け） 

・消毒液での手洗い 

・サーマルカメラを設置し、迅速に測温できるようにした。不要不急の外出をしないように PRを徹底する。 

・衛生面において三密の回避と手指の消毒 

・アルコール消毒 マスク 手洗いの徹底・出張マッサージの中止 2㍍による面談・会社でのマスクの配布 

・アルコール消毒、オンライン会議、テレワーク 

・税金の延納  ・融資検討中 

・資金面では貸付融資を利用しなければならないがこのまま売り上げが下がれば返済できるか不安である 

・衛生面ではマスク着用、手洗いうがい、消毒等を行い登米市内で感染者が発生した場合接客カウンターにビ

ニールシートで区画しゴム手袋の着用を検討している 



・体温測定、手洗いうがい喉エチケットの徹底、マスクの着用、換気、消毒液の徹底 

・運転資金を金融機関と相談しています。 

・施設の休館 雇用調整の助成金を活用しての社員の休業補償等 

・共催解約、融資利用、従業員の休業を検討中 

・顧客であってもマスク着用。手洗いなど衛生管理。 

・公的資金の調達 

・本社に問い合わせても何の返答もない 

・日本政策金融公庫から資金借入れ、社員の休業等を取っている。 

・このまま５月以降まで続くと貯金などでは到底賄えません。 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・國は休業補償や手当、助成金の施策を打ち出しているが、あの程度の補償では大手以外の中小企業は全て倒

産してしまうと思う。もっと大胆で中小企業を助けられるような補償等を出してもらいたい。 

・突然テレワークといわれても固まっている。テレワークの環境整備くらい無償でやってくれないと進まないと思

う。 

・事業者や個人に対してて運転資金等の資金繰り支援を迅速に行って欲しい。 

・職場を、はじめ家庭内でもストレスを感じる場面が多々あります。規制等厳しく行っていただき、所員と家族の

不安を一日も早く解消して欲しいものと考えます。 

・全員にいくらでも助成してほしい 

・従業員に対する休業補償制度をわかりやすくかつ使いやすくすべき。早急に 

・登米市の動きが遅い。市立病院に深夜診療を拒否された。コロナ感染を危惧してか？・他国に対して日本の対

応、対策は遅すぎだと思う。早急な対応を期待します。 

・雇用調整助成金についても、個人へ３０万円、中小企業への２００万円の給付にしても要件に１つでも合致しな

い場合は不支給となる。この０か１００かの給付は非常に大きな問題である。例えば、雇用調整助成金では３月の

売り上げが前年同期と比べ５％以上落ちていなければ申請ができない。３月の売り上げが対象だった場合（４月

の売り上げが現時点では分からないため）３月も４月も補助を受けられない可能性があり、例えば職員が発熱し

ていたとしても、思い切った休業命令が出せない。例えば売り上げの要件をクリアできていない場合は給付率を

８０％にするなど、０～１００以外の間の保証を行ってほしい。 

・県内外への移動を止めて欲しい（2週間程度）生活の補償・中小企業・個人企業主への補償高校大学の授業

料免除登米市内感染拡大の際の仮設野外病院の設置・候補地（例長沼工業団地など） 

・早く対策してほしい 

・経済対策の機微が 108兆円とはいえ現金給付など財政支出の金額が少なすぎる。全世帯へ給付すべきだと

思っている。給付を課税所得にすれば収入が減ってない人や高所得者は所得税の増になるので実質返金され

るので問題は少ないと思う 

・補助金などの充実をお願いします。 

・早く動いてもらいたい！ 

・助成金の拡充 迅速な対応・都市封鎖、罰則規定など要請ではなく厳格化 

・実行を速やかに行って下さい 

・何らかの助成を考えて欲しい 

・迅速な中小企業等を存続させられる様に助成金、補助金の対応をお願いしたい。 

・一律給付で良いので早くして欲しいです 

 



回答結果 介護・福祉・医療（３７件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 7 

影響が出ている 1１ 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある １９ 

影響は無い ０ 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 ２８ 

１～３割下がった ８ 

４～７割下がった １ 

８～１０割下がった 0 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・独自の行事自粛をしなければならなくなった。 

・スタッフの休業補償・新規利用者様獲得に営業ができない 

・家族面会禁止。入所者外出禁止。 

・今後想定されるのは利用者の自粛による売上減と感染者や濃厚接触者が出た場合の休業。 

・消毒液やトイレットペーパー等の必要物品がそろわない 

・対策費が必要となった 

・スタッフは施設にウィルスを持ち込まないよう、外出制限等しながらいつも気を張りつめており、大分疲れてき

ている。 

・マスク、消毒液等の物品の確保が難しい。 

・受け入れの判断が難しい・対外活動、営業がしづらくなったこと・新規利用者の問い合わせが無くなり、今後利

用者の減少が起きる可能性があり設備投資、甲信を控えなければならない 

・介護事業所ですが、面会禁止です。 

・人手不足が深刻になり、介護料の引き上げが求められています。 

・入居者様・通所様への対応に大変気を揉んでいます。 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・基本的な感染防止の継続・銀行融資金利緩和 

・外部の面会者は全面面接禁止 

・全職員出勤時アルコール消毒手洗いうがい検温・児童館への助成金に伴いジアイーノ購入 

・アルコール消毒。 

・施設内の消毒と利用者と職員の手指消毒の徹底。検温。 

・手洗いうがいで対応中。規模を縮小しての営業も場合によっては検討予定 

・スタッフ毎朝の検温。通所利用者も乗車前検温。発熱時、自宅療養。手洗い、嗽の徹底。マスクの配布と着用。 

・衛生面で感染予防の観点から濃厚接触をさける為、机と机の間にビニールシートで間仕切りし、対策中。 

・検温、外部から来る人の記録受け入れの自粛アルコールでの清掃 

・職員の検温 



・手指消毒の徹底出入り口に消毒液設置。会社内ドアノブ等 殺菌（1日 3回）マスクの着用 車の殺菌 

・融資と国からの補助 

・来所者、職員の検温、手指消毒の徹底。面会の自粛要請。外部からボランティアさんを招いての行事、活動の

自粛。外出、外食の自粛。 

・感染者が職員、利用者の中で出たら施設は閉鎖します。なので収入は途絶えてしまいます。 

・職員の、給与については雇用調整金を活用して、雇用は維持し、運営費は借入金を考えています。 

・低金利、無利子の融資が受けられれば借り入れたい 

・職員、利用者の体調管理を十分に行う手指消毒、マスク着用の徹底、家族を含め面会禁止、業者が出入りす

る際は体温チェックをする、連作先を記入等の対策、資金面は必要の場合は話し合うと銀行と確認済 

・施設として面会制限や手指消毒、マスク着用などのお願いしています。 

・助成金を活用するため地銀に相談しています。 

・マスク・消毒の徹底 

・院内感染しないようマニュアルを作成しました。 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・自粛、休業、停止などに際しての補償、支援など具体的に示していただきたい。 

・一律補助金・ 

・介護従事者ですが、子供を家へ置いて仕事をしています。人相手なので、休めるはずがありません。子供達の

食事もかかります。また、夜勤をしているので、疲れた体を休める日もありません。食事ぐらい手を抜こうと思う

と、お金がかかります。収入は、減りませんが、お金がでていく一方です。自分が倒れては。と踏ん張っています。

きっと、看護師さんや介護職の人も同じ思いをしてると思います。 

・一律の助成が、必要だし、今１日も早く必要です。施設利用者もしくは施設関係者にコロナウイルスが発生した

らどのような対応をとるべきか教えてほしい。 

・あまり国や県の動きを待って後手に回りすぎず、市が市民の現場を汲み取りつつ事態悪化に先駆けた打ち手

を打って欲しい。協力します。 

・人的保証、人材の派遣 

・社内に感染者が出れば、間違いなく社会的な信用もなくなり、小規模事業所は潰れます。今、感染リスクを戦

いながら、それでも頑張っている事業所の人たちへの手当ても必要である。 

・休業しなければならなくなった際の補償について、早急に検討していただきたいです。 

・施設閉鎖の場合、個別訪問などで対応を認めるなどの救済策を考えて欲しいと思います。 

・無利子の融資 

・マスクなどの防護具やアルコールなどの消毒剤を優先的に供給してほしい 

・休業補償を確実に行ってほしい 

・日本に生きる人全てに 20万円給付。 

・消費税廃止。持病がある人、高齢者、障害者へのマスク配布。役所での消毒液無料配布。水道・光熱費免除。

休業企業・個人事業主の損失補償。医療従事者に特別給付金。社会保険料免除。家賃免除、無料の公的住居

確保。 

・通所介護から訪問介護への転換支援、給与アップ。医療施設の確保。すべて国民が払った税金と、新規国債

発行でできます。 

・国民がスムーズに検査出来る環境づくりを速やかに体制を整えて欲しい。 

・医療従事者に優先的にマスクを回せるよう取り計らって欲しい 



・マスクやアルコールなどを優先的に回す方法を検討して欲しいです。 

・介護・医療で働く私達にとってまさに命がけです。市民の皆様にお願いです、もちろん皆様一人一人が自らの

命を守ることが何より最優先だと思います。ですが少しでも私達の事を考え必要以上のマスクの買い占めを少

しだけでも自粛して頂けないでしょうか。まだ登米市では発症例が無いですが、パンデミックが起きたら医療従

事者１人に対し５人以上の患者を診ることになります。医療従事者が感染し、働けなくなれば更に１人当たりの人

数は増えていきます。行政や国からもこの事を少しでも発信して頂けると幸いです。 

・とにかくマスクや防護服が足りません！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 農林水産業（２７件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 5 

影響が出ている 12 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 9 

影響は無い 1 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 7 

１～３割下がった 13 

４～７割下がった 7 

８～１０割下がった 0 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・海外からの仕入れが止まってしまった。 

・マスク着用 

・業務用のマスク及びアルコール 

・消毒液がない。 

・マスクが無くて困っている 

・マスク確保が出来ずに休業する日がある 

・野菜の販売単価が下がった、 

・商売柄、畜産農家と兼業農家が多いために販売がストップしています。 

・対面営業ができなくなった 

・社員を都市部などに行かせることができなくなった 

・研修会や会議等の中止 

・特になし 

・学校給食用の野菜の使い道が無くなった 

・得意先の売上減少に伴い、甚大な売り上げ減少が出ています。 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・snsを使ったお客様との情報交換、手洗い、混雑している場所に行かない‼️ 

・店内飲食の時間短縮 

・資金面、銀行及び公庫等の融資の準備。衛生面、こまめな消毒。 

・手洗い消毒をこまめにしている。 

・学校が始まるまで販売先の変更、道の駅に野菜を卸すようになった 

・先を見据え、融資を検討している、 

・手指所毒、マスク、検温、体調確認、人との接触を減らすように指示 

 

 

 



○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・マスク配布とか、どうかしてますよね、現金給付よりも、支払い猶予を 

・呑み屋等に行かせない 

・パチンコ店等の娯楽施設に立ち入り禁止、東京、大阪等～移動した場合、隔離する、外国～来た人は、孤島等

に隔離する、衛生面、マスク、消毒液の潤沢な配布。資金面、自粛を求めるのなら、融資ではなく補償。税、補

償、課税でいいので補償一律給付、不公平はないはずです。消費税は金利のようにもっと景気と変動してもよ

いのでは？ 

・国民を安心させてほしいです。私たちが守るという姿勢をもっとみせてほしい。布マスクは意味があるのかな？ 

・限られた時間とリソースの中で無駄な施策（ばら撒き）を行ってほしくない、なんとかこの国難を乗り越えて欲し

い 

・ほとんどの職種の方々が経営者、雇われる側の人間苦しいを超えて死ぬか生きるかの瀬戸際まできてらる

方々が多数いられると思います。自分もその 1人でして 1人でも多く助けてもらうためにはお金の保証しか無

いと思います。 

・雇われる側の人間に８割補填や経営者側に給料を払えるくらいの融資をする等対策していただければ幸いで

す。 

・お金の補填さえしてくれれば誰も不要普及の外出はしないで、コロナウイルスをすこしでも抑えられると思いま

す。 

・お金の心配があるから無理してでも仕事をしないといけない方々が大勢いると思います。 

・お国様としては人をとめる経済をとめるのは怖いことですが、このままでは皆が共倒れをしてしまい大不況にな

るのも確実だと私は、考えています。 

・お金のさらに手厚い補填のほう宜しくお願いします。 

・真水で 50〜100兆円規模の個人法人双方に対した莫大な財政支出をお願いしたい 

頑張って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 美容関連（２７件） 
Q3．新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 0 

影響が出ている 7 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 18 

影響は無い 2 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 15 

１～３割下がった 9 

４～７割下がった 3 

８～１０割下がった 0 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・感染者が増えているので予約キャンセルする方も増えている。 

・毎日テレビを見ていると安倍総理が理髪業のことを何回も言っていたので、不安になり客足が遠のいていま

す。 

・テレビで理髪業のことを何回も言っていたので、お客さんが不安になっていて客足が減っている。 

・集客を呼びかけられない。営業していて自分のお店から感染拡大させてしまうかもしれない不安があり、とて

もストレス。でも、市内でまだ出ていない状況で、先の予約も入っている中で、いつまで営業できるか、して良い

ものか、休むとしたら保障は出るのか？不安しかないです。 

・外出自粛で売り上げが下がった・客足が遠のいた。消毒液の入荷に時間がかかる。 

・宮城県も感染者が増えてきているので、自粛する人が多く予約キャンセルする方も増えている。 

・美容業者の営業が半数になった。会議の中止・業務中にマスクを着用しています。 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・マスクを付ける、アルコール消毒の徹底 

・衛生面は特に気を付けていますが、消毒液やマスク不足により今後不安な面があります。 

・店の消毒を毎日行っている。 

・店内の消毒、手指消毒を毎日毎日やっています、でも、アルコールやマスクが不足のため大変です。 

・店内や手指の消毒を毎日やっています。 

・手洗い、アルコール消毒を徹底し、マスクを着用している 

・手指消毒、換気、熱の有無の確認、今後は東京や感染拡大地域からのお客様も制限しなくてはいけないかと

考えているところです。 

・マスクを着用して接客するようになりました。 

・除菌 

・マスクの徹底 

・マスクの着用、衛生管理の徹底 

・営業時間の短縮、労働時間短縮、換気、マスク着用、消毒 

・感染を防止する為、予約の受け入れを制限している 



・店内消毒、手指消毒を毎回、毎日している。 

・アルコール消毒の設置、訪問時のマスク 

・消毒の徹底 

・お客様に安全 

・安心なお店だと思ってもらえることです。 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・給付金の基準見直し・衛生面におけるガイドラインを作成して欲しいです。 

・とにかく衛生面での不足が気になります。そのため、経済にも影響が出てきているのは確かなので、補助金等

もっと広く考え助けていただきたいです。経済的には影響が出てきています。一人ひとりに補助金を出せないも

のなのでしょうか。 

・今すぐ現金給付をお願いします。国民の方々は本当に生活が大変だとよく聞きます。どうぞ国へ声をかけてく

ださい。お願いします。 

・一日も早く現金給付をお願いしたいと思います。 

・国に対してはもう何も期待していない。期待するとすごくストレスになる。だったら自分でなんとかするしかない

と思っています。県、市としては何か保障を考えていたりするのでしょうか？国の発案ばかりで、各県、市町村は

何も出来ないんですか？このままだと、残るお店、特に中小企業、個人事業主はかなり減ってしまうと思います。

何もかも後手に回り、経済政策も失敗というか、何故？と理解できないものばかり。一律 20万ずつ配り、1 ヶ月

それで何とか暮らしてもらって、外に出ないでとお願いされた方が、まだ頑張れる気がします。 

・営業活動がしやすいよう、除菌グッズの生産量を増やす政策をしてほしいです。 

・自粛要請じゃなく 1 ヶ月、外出禁止にして、短期集中で収束へ向けて欲しい。傷が深ければ深いほど治りづら

いです。 

・私はシングルマザーで生活苦です。一日も早く現金給付をお願いしたいと思います。 

・コロナ対策の迅速な対応、保障問題について国民が不安にならないような対応。 

・コロナウィルスの早期対策を打ち出し、各店舗に出来る事を明確にしてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 金融業（２0件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている １ 

影響が出ている ７ 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある １１ 

影響は無い 1 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 １４ 

１～３割下がった ６ 

４～７割下がった ０ 

８～１０割下がった 0 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・来客数が減った 

・接客時のマスク着用が義務化されました 

・売上に直結する事ではありますが新型コロナウイルスの影響で不特定多数のお客様対応する保険営業職はお

客様と面談する事が難しくなっている 

・営業活動等自粛 

・人の接触を減らす国の方針や取引先の方針もあり外訪による営業に制限をかけている 

・営業訪問が制限されてしまった 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・手洗い、アルコール消毒、ハイター消毒・顧客へ融資のご案内を迅速にお出ししております。 

・従業員お客様に対して除菌やマスク等衛生物資の提供 

・コロナ対策への迅速な相談対応、除菌徹底、不要不急の外出自粛 

・衛生面：従業員全員のマスクの着用 手洗い うがい アルコール消毒の徹底、その他：会議 宴席の自粛 

・マスク、手洗い、うがい、消毒 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・布マスクを各家庭に配布するのではなくて使い捨てマスクの生産をどうにかしてほしい・マスク消毒液の増産 

・地銀に負けてていいのか日本！ 

・一律給付金期待しています。 

・金利を安くしてほしい 

・一時的な補助では不足。特に行政の動きも鈍く感じ強力かつ迅速でもう少し大胆な施策が必要。 

・自営業者には国がしっかりと補償をしてもらいたい。 

・1週間全国民自宅待機 

 

 

 



回答結果 運輸業（１９件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている ５ 

影響が出ている ９ 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある ５ 

影響は無い ０ 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 １０ 

１～３割下がった ６ 

４～７割下がった １ 

８～１０割下がった ２ 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・児童クラブサポートの送迎業務が休校のためなくなった 

・体調不良者へのケア対応代替品の確保。対策への精神的疲労も激しい。運輸業から感染者が多い地域へドラ

イバーがいかざるを得ないことも体調精神面やその家族の理解も含めてどこで線引きしたらよいのか悩ましい 

・荷主からドライバーのマスク着用を要請されるがマスクがない 

・ハローワークからの求職者の紹介が増えた 

・夜の営業活動が出来ない 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・従業員にアルコール系の消毒液やマスクなどの配布したいんですが売っていなくて大変です。 

・手洗いうがいエチケットの推奨健康チェック体温測定の実施事務所の換気 また発熱風等の症状があるときは

休ませる（自宅療養） 

・マスクの配布 アルコール等の手洗い推奨 毎日の検温 立入区間の区分け 定期的な換気特定多数の触れ

る箇所の消毒 各々の行動記録を把握 営業活動は極力禁止 飲み会集会の禁止 小学校休業等の助成金の

活用  

・日本政策金融公庫からの特別貸付申込 

・点呼時の体温測定 

・アルコール消毒の設置 

・マスク、手洗い、消毒 

・配送車・人共に需要が一気に増えて配達できない状態にあります。 

・雇用対策、資金繰り 

・従業員へのマスク着用の徹底 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・海外みたいに国民にもっと厳しくして良いと思う！ 

・休車になった分の保障をお願いしたい 

・今後情勢によっては雇用調整助成金の活用等も視野に入れていくのですが条件が緩和された事助成率がアッ



プしたことはクローズアップされておりそこは大変喜ばしいです。望ましいとすれば企業としてどの状況下迄なっ

ていれば助成金を使うべきという取っ掛かりの部分いわゆる出だしの部分が解りやすくなって欲しい。例えば運

輸→売り上げは食品部門あがっている。地場は売り上げが大きくさがっているような状況下、助成金を利用する

に値するのか等事例が多く出ていれば踏み出せるのでは。 

・ドライバーと管理者が対面点呼でなく電話や ITでの点呼ができるように点呼制度の緩和 

・各行政機関への手続きの電子化 

・各種法定講習をWEB講習にしてほしい 

・免税等検討してほしい。   

・免税 

・甚大な影響を受けている業種には融資以外に助成金や補助金を支給してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 電気・ガス・水道（１９件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている ２ 

影響が出ている ９ 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある ８ 

影響は無い ０ 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 ８ 

１～３割下がった ９ 

４～７割下がった ２ 

８～１０割下がった ０ 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・ウイルスを移す側、移されない側になるために安全策を設け中であり、その準備に時間が取られ過ぎる。 

・営業周りでマスクを着用して貰うように指示が出た 

・マレーシアや中国で製造している衛生器具等の部材の納品が遅くなった 

・訪問営業の自粛 

・資材が入らないため工事が遅れるため請求が出せず入金がない 

・取引先の総会やイベント活動自粛・現場によっては入場の制限がある 

・観光地（南三陸）で働くスタッフからコロナにかかる可能性があり怖いとの声があがっていて困っています。 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・全社員のマスク着用と消毒の徹底。 

・営業マンの直行直帰 

・手洗い、うがいの実行。事務所棟の消毒（ドア、パソコン、工具、手すり等） 

・手洗いうがい、マスク着用を徹底する。人混みには行かない！ 

・社内各所へのアルコール設置、マスクの着用による業務 

・会社でのマスク、消毒液の配布等 

・マスク着用、手洗いはこまめにする。３密の所へは行かない（長時間とどまらない） 

・消毒・マスク 

・資金面→金融機関へ確認中。衛生面→各スタッフへアルコール除菌水配布中、社内でマスク完備 

・雇用助成金の活用を検討中 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・国民に寄り添った行動を迅速にして欲しい。 

・国にはがっかりした、ぜひ登米市ならではの方策を打ち出して欲しい 

・インフラ関係を止めない政策をお願いいたします。 

・１日も早いワクチンの製造 

・中途半端な施策は止め腹を括ってほしい 



・スピーディな対応求む、安倍政権に失望、今働く国民のための施策を打ち出してほしい 

・適切な情報発信、地方景気経済対策 

・直接的な影響はまだ少ないが今後目に見えない部分からの影響が必ず発生すると思うので補助金や助成金

等の範囲を広げて欲しいと思う。 

・マスク等衛生物資を業界を通じて速やかに配布してほしいです。 

・経済教育もある然ることながら実際にかかった場合等たらい回しをせずに受診して頂ける医療機関の整備を

早急にお願いしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 宿泊業（１８件） 
Q3．新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている １３ 

影響が出ている ５ 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある ０ 

影響は無い ０ 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 ０ 

１～３割下がった ２ 

４～７割下がった ４ 

８～１０割下がった １２ 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・マスク着用のノルマ、消毒や換気の仕事が増えた。お客様の受入をどこまでするか（特に首都圏）悩む。 

・緊急事態宣言地域のお客様の受入の是非や心配 

・4月以降の売り上げが激減している、宴会もない。東京からの宿泊もあり従業員の家族の健康が心配 

・元々少ない売上がさらに下がった。 

・コロナウィルスの影響がそのまま売上減少につながってます。 

・宿泊客に除菌対策をしているか聞かれることがあった 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・弊社は観光客相手の商売をしていないので、長期滞在者向けのホテルとして方向転換を考えています。 

・客室内消毒の徹底 

・マスク着用のノルマ、消毒や換気。団体のお客様がキャンセルになっているので、個人客を増やそうと新しいプ

ログラムを立ち上げた。 

・マスク着用 うがい 手洗い等 

・借入金、感染防止の取組 

・雇用調整助成金、特別貸付を検討している。衛生面はマスクとアルコール消毒の対応のみ 

・消毒液（アルコール）があればこまめに除菌をしたい。 

・マスク、消毒の徹底・館内の清掃、除菌活動の PR・従業員のマスク着用、アルコール手指消毒、雇用調整助成

金の活用、休業による臨時勤務体制 

・各病院に以前よりオゾン発生器あり、今後ロビーにて次亜塩素酸水の噴霧購入し除菌 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・復興助成金よろしくお願いいたします。 

・一斉に行動抑制をし、短期間で経済回復につながるような決定をしてほしい。 

緊急事態宣言を出ている地域、そうでない地域による影響や生まれる格差、感染の時間差による今後の心配な

ど 

大変な時だからこそ、日本全体を巻き込んだ決定をしてほしい。 



・助成金や支援をわかりやすくしてほしい。 

・一日も早く補助金を出してほしい。手続きは簡単にしてほしい。 

・事業継続のための支援策を分かりやすく発表して欲しい 

・少しでも多くの補助金を迅速に配布して欲しい。これでは 1 ヶ月持たない 

・自粛要請に伴う売り上げ減の補填 

・スピーディな対応、責任ある対応をしてほしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 不動産業（6件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 0 

影響が出ている 1 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 4 

影響は無い 1 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 3 

１～３割下がった 3 

４～７割下がった 0 

８～１０割下がった 0 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・会社の活力を失わないようにする。 

・店子さんの事業に影響が出てくることによる賃料の減額要請や退去などの発生による業界全体への落ち込み

が懸念される。 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・情報を捉えて、利用できる支援策はなんでも利用して会社の資金を確保する。会社無いから感染が出ないよう

に、衛生面を徹底する。 

・政策金融公庫への融資申し込み、通常のアルコール除菌やマスクの着用などの徹底。今後、コロナウィルスの

広がりがあるようだと事業所の営業時間短縮や交代勤務などの措置等 

・家賃の引き下げや、支払いを延期するなど 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・財政など返済の無いお金を早く、多く出して社会にお金の流れをつくる事。従業員の解雇を防ぐ支援をするこ

と。 

・行政は毎日有線放送などで、市民にコロナ感染の市内の情報と予防啓蒙を伝えること。 

・いち早く民間企業と行政の連携を取れる組織を構築し、市民一体となって未知の敵に対する姿勢を示していた

だくとともに、市民協同で地域の経済を退廃させることのない強力な支援（金銭に限らず） 

・景気刺激策期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答結果 その他業種（21件） 
Q3.新型コロナウィルスによる企業活動への影響についてお教え下さい 

甚大な影響が出ている 9 

影響が出ている 6 

まだ影響は無いが今後出る可能性がある 6 

影響は無い 0 

Ｑ４．昨年 3月と比較して本年 3月の売上の変動について選択してください。 

昨年並みかそれ以上 ７ 

１～３割下がった ９ 

４～７割下がった ２ 

８～１０割下がった ３ 

 

Ｑ５．売り上げの増減以外で新型コロナウィルスの影響がありましたら、具体的にお教えください。 

・除菌の材料が入りにくい 

・車検取得延長 

・会食を伴う法要の中止 

・延期など。 

・積極的にアピールしにくい 

・お客様訪問が困難、新規開拓が難しい 

・顧客への訪問営業規制 

・公共交通機関の使用制限 

・休日に出かけられないのでストレス増 

・お客様が敏感になり対処にこまる 

・訪問営業自粛 

・イベントを収入源していたが、コロナによるイベント自粛のため全て無くなった 

・イベント等 人を集めてする事業ができない 

・福利厚生（マスクや消毒液など）等、経費増 

・健康促進の為の活動なので、人に会えないのは健康管理も出来ませんし、運動不足になり他の疾病の引き金

にもなりかねないのでとても心配しております。 

・仕事がなくなったので社員は休業せざるをえない 

・臨時休校 

 

Ｑ６．新型コロナウィルスに対し、現在取られている、もしくは今後検討している対策がありまし

たらご記入ください。（資金面や衛生面など） 

・アルコール除菌・従業員の体調管理・来山者へのアルコール消毒のお願いなど。 

・喉エチケット及び手洗いなどの感染症対策の実施 

・毎朝健康状況チェックなどを実施 

・社内でマスクを全員着用、アルコール消毒を常日頃行う、会議をウェブ会議に変更 

・借り入れ・構内でアルコール除菌等を行っている 

・従業員をグループ分、事務所フロア階層分離 



・資金面は国と地域の対策に頼るしかない。衛生面も手洗いうがいの 3つの密を避ける 

・空気の入れ替え 除菌 マスクの着用 手洗いうがい 社員のテレワーク 

・資金面は給付金や融資制度を確認中。衛生面では来社制限、消毒の徹底等の運営方針を策定 

・運転資金の借入 

・personal レッスンやオンラインレッスンなので頑張っても頑張りようがない現状。勿論消毒は徹底して最善の

注意をしていますが、マスク、消毒液不足で手に入らず、経費ばかりかかって収入にはなりません。 

・とりあえず休業として社員を休暇させている 

・マスクの用意や次亜塩素酸水の用意をしました。借り入れは検討中 

・教員の意識が低く、職員室でクラスターが起きそうで怖い 

 

○行政・国に対しての要望、ご提案がありましたらご記入ください。 

・全国的に自粛モードなのに国は都会しか見てない感じ 

・休業補償、体調変化時の相談・受診のスピーディなマニュアル 

・コロナウイルス感染症対策は国内一斉に実施されることを望む。 

・ワクチン開発・早めに動いてもらいたいです 

・マスクを置いてください・対応は早急に 

・行政には早い決断をしてほしい。国に対しては特になし 

・早くワクチンを開発してほしい 

・役人、大学教授の様な役に立たないスキルの人達で話し合うのではなく、もっと実務経験豊富な人達の意見を

取り入れて頂きたいですマスクの配布の様な無駄な事をしないで、もっと他にやる事があると思う 

・とにかく収束させるために、最低 14日間のすべての外出接触をなくして、ダラダラ感染者を出さない為に、一

気に封じ込めて治るようにして欲しい。勿論、予告して、食料ストックさせてからのスタートで！ 

・一刻も早い助成金・補助金をお願いします。５月まで耐えろと言われたら廃業です。 

・人命優先！！長引けば経済の影響範囲も広がり、回復・復興にも時間がかかります。強制的に抑止するべき

だと思います。 

・休校期間を延ばして、教員のテレワークを認めて欲しい・生徒と教職員の命を守って欲しい 

 


