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№
①影響の

有無
②影響の有（又は無）の理由 ③入手困難となった資材、原材料等

④入手困難となった資

材、原材料等の入荷見

込

⑤前年同月比売上変動 ⑥懸念事項 ⑦その他

1 有
中国からの納期がわからない状態になった。なお対象品は当社に在庫があり、現状問題ない

が長引くと被害が発生する可能性がある。
中国から購入している金属加工部品

物流は動き始めたよう

だが現状不明（２～３

週間？）

なし
中国からの購入品を国内調達に切り替えが必要になると考えら

れる
特になし

2 無 原材料、部品の仕入れ元は国内であり、納品先も国内である。 従業員の罹患が発生しないか心配している。

3 有

・工場内で使用するマスクが入手困難。

・製品部品仕入先より在庫僅少の通知を受ける。

・製品部品仕入先よりウイルスの影響による納期遅延の通達を受ける。

但し当社部品在庫にはまだ確保されており実質的な影響はまだ無し。

・万が一従業員が発症した場合の風評被害と、人員確保が懸念

される。

・製品部品の仕入れが困難になり生産高の減少も懸念。

4 有
① 　2月初旬の海外出張が中止となる

② 　生産時に使用するマスク及びアルコール類が入手困難

・従業員の健康管理。

・客先等の訪問及び打ち合わせ等。

5 不明

・コロナウィルス以外の外的要因（中国経済の失速など）も多く、どの程度の影響があるの

か判別は困難。

・例年インフルエンザ等の感染予防対策として常備している衛生用品の入手は、困難になっ

た。

・マスク

・消毒用アルコール
・現時点では不明。 ・工場内に感染者が出て操業停止となるのが最大のリスク。

・不要不急の出張の抑制や各種催事への出席取り止め等が、全社展開さ

れる予定。

・公共交通機関利用者へのマスク着用の徹底を指示したいが、必要数を

確保できるか不透明。

・3/28開催予定の市合同企業ガイダンスは、中止すべきではないかと考

える。

6 有 会社で使用するマスクが不足している。 2/25現在特になし
発熱などの症状が出た社員の対応。もしくは感染が疑われる場

合、会社としての対応。

7 無
食品工場であるため、衛生管理のためマスクは必需品であるが、希望通りの入荷が困難な状

況になりつつある。（当面２～３か月程度の在庫は確保している）

・重要取引先を除く、工場見学は当面お断りさせていただいている。

・従業員の体調チェック（検温等）は日々実施しているが、外部の来場

者全てにも実施要諦にしている。

8 有

・中国客先への出張制限

・中国顧客の訪日制限

・日本国内顧客の入場制限（中国出張者は入場禁止等の措置）

今のところ、特になし。

・社員が大量感染した場合の業務停止への影響。

　（自宅待機期間が長いため）

・事業停滞による売り上げの減少。

・現時点で大きな影響は出ていませんが、長期に亘った場合や、国内外

での感染が広がった場合、創業や部品調達にも影響が出るものと思いま

す。

9 無 資材仕入れ元および納品先が国内であるため、今のところ影響なし。
感染拡大がされた場合、要員の確保、資材の確保がどの程度可

能か、事業継続ができるのか等の判断が求められる。
特になし

10 有 資材の製造を中国で行っているため生産がストップまたは遅れている状況。 PET樹脂　中国で製造している資材。

４月までの製造分は在

庫があるがそれ以降は

不透明。生産が再開さ

れたとの情報もあり。

なし 資材が入荷できず国内での製造が滞る可能性あり。 クリーンルームなどで使用するマスクの入手が困難となっている。

11 有

・注文がキャンセルになった。

・案件の保留が発生（複数件）。

・部品の入荷（供給）停止

中国仕入先からの部品 未定 10％減
・部品不足による出荷停止

・売り上げの減少

・フィリピン研修生の来日キャンセル

・海外展示会のキャンセル、延期

・海外出張の延期

12 有
マスクが入手困難な状態。社内全体で在庫を融通している

が現状が続けば無くなることが懸念される。
幕張メッセの展示会出品をキャンセルした。

13 有
・部品調達できずに生産ライン停止が見込まれている。

・生産ラインで従業員マスクが入手できない。

中国生産関連会社及び仕入先様で生産し

ている部品。
なし

生産ライン停止により人材派遣社員の業務がなくなり、出社停

止（保証有り）が長引いた場合の離職。

14 有 特に無し 影響なし 特に無し 特に無し

15 有
生産における衛生管理のためのマスクが不足している。その他は現状は特に影響ありません

が、今後影響が生じる可能性はあります。
なし なし

コロナウィルスに限らず、その他感染症羅漢者が発生した場

合、他事業所より要因のヘルプも難しいため、勤務シフトには

影響が出ます（要因管理面）。

食品製造業であり、市場における購買消費量の低下＝生産及び

出荷量の低下に影響は少なからず出てくるのではと懸念はあり

ます（特に外国からの来訪者数の減少、店舗購買や外食消費

減、日本中でイベントの中止等）

現状、全国的にコロナウィルスに対する注意、関心は高まってきていま

すが、個人的な対処法はうがい、手洗い、マスク、極力人混みが多い場

所を避ける等、インフルエンザ等の感染症と変わらない。全国での羅漢

者が多くなった場合、艦船へのリスクは高まるため、弊社社員以外の事

業所内への出入り業者、協力会社の入場の際の、体調確認等チェック体

制を現状以上に強化を図る必要がある。

16 無 なし

・従業員の感染人数増加により、生産継続不可。

・原材料や資材の納入遅れ。

・運送業者ドライバーの不足による出荷への影響。
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17 有
原材料、部品の入手が困難になった。（中国の工場にて生産している資材及び部品につい

て、新型コロナウィルスの影響により未稼働となったため）

・ウォシュレット（中国工場生産部品を

含むため）

・ＩＨクッキングヒータ（中国工場生産

部品を含むため）

・食洗器（中国工場生産部品を含むた

め）

・ユニットバス（中国工場生産部品を含

むため）

・エアコン（中国工場生産部品を含むた

め）

・木製建具レバーハンドル（中国工場生

産部品を含むため）

・太陽光発電用パワーコンディショナー

（中国工場生産部品を含むため）

未定

なし

（影響はこれから発生

すると思われる）

・社員感染による会社の営業停止

・建設資材および部品の未入荷による受注見合わせ並びに進行

中である工事の停止

・景気後退による民間企業の設備投資意欲の低迷

18 無

・原料はアメリカ、カナダからの輸入で影響なし

・従業員も日本人のみで影響なし。

・備蓄のマスクが１か月分のみしかなく、その後が不安。

19 有
出張や会議のための他事業所への移動、職場行事、大勢の参加者を1箇所に集めての会議棟

が原則禁止になるなど。
なし

研究所のため出荷等は

なし

研究関連資材の入手困難、会議棟の開催困難等による研究活動

の進捗停滞。

20 有
・納品先の荷扱い荷量減少（約5～10％減）。

・中国との輸出入の荷量調整、延期、中止。

困難ではなく、調整となっております。

→需要減により、国内生産減少のため。
10％減

・各種新規業務開始や変化点において、延期せざるを得ない状

況あり。

・既存業務においても、人が多く集まるところのリスクを分散

する懸案事項あり。

海外輸入品のルート変更。



商業

№
①影響の有

無
②影響の有（又は無）の理由 ③売切・品薄商品

④売切・品薄商品の入荷

見込
⑤前年同月比売上変動 ⑥客層に変化はあるか ⑦懸念事項 ⑧その他

1 無
仕入れ元は国内で仕入に影響は無。

得意先多数の顧客に外国人はいない。

卸先の一部の顧客（観光施設や宿泊施設）での売上が低下する恐れがある。

顧客先での作業時の規制（マスク着用や体温検査など）

マスク・衛生手袋・除菌スプレーの入手。

従業員の感染による営業停止の恐れ。

2 有

中国・台湾・香港からのお客様は顕著に少なくなった感あり。ただ、

当ホテルは客室数が少ないため多人数のインバウンド予約をとってい

ないため、観光ホテルなどに比べると影響は少ないと思われる。

13％減
全体的に外国人客は少なくなった

と感じる。

近隣で例年開催されているイベントが中止になると、関係者の宿泊に影響が出そ

う。

宿泊に関しては今のところ稼働率減少以外には影響は出

ていない。

3 無 仕入がない。顧客に外国人がいない。 行動が制限されると、仕事を進めることができなくなるかもしれない。景気後退。

4 有 1月下旬以降、外国人の団体客がいなくなった。
マスク、アルコール製剤、ビニール

傘
不明 5％減

1月下旬まではマスクを買い占める

外国人のお客様多数ご来店された

が、２月からはほとんどなし。

・食品への風評や、バラ販売商品への過度な衛生要求等。

・近隣エリアで感染が蔓延した場合の事業継続に必要な人員の確保。

・アルコール製剤が品切れのため、店舗備え付け用の消

毒用アルコールの容器ごと盗難が多発している。

5 有

・マスクが売り切れになった。

・アルコール除菌用品が売り切れになった。

・以上商品の入荷が不安定または未納になった。

マスク、アルコール除菌スプレー、

アルコール除菌シート、クレベリン

等

未定 なし
・商品の入荷状況（海外・中国生産）

・従業員の出勤体制

・マスクや除菌用品の在庫確認や入荷日に関する問い合

わせが多数増えた。

6 有

1月20日ごろよりマスクが売れた。春節もあり、中国人の大量購入が

あった。1月中は商品も入荷してきたため、売上・客数とも増加。日本

人は危機意識が薄く、初期は目立った購入はなかった。2月に入り、商

品が入荷しない状況となる。店舗からの発注ができなくなり、本部か

らの割り当て納品となる。点数制限１人２点限りでの販売。商品は不

定期で入荷するため、毎日来店される方もいるため売上・客数増。現

在は入荷数が少ないため、１人１点限りで販売。

マスク、除菌スプレー、ウィルス除

去関連商品、消毒用アルコール、

ウェットティッシュ、ガーゼ（手作

りマスクを作るため）、うがい薬、

ハンドソープ

不明。本部主導にて納品

配荷。
10％増

普段来店しない方がマスクやアル

コールを求め、ドラッグストアに

来店している。

パニック、盗難、商品強盗

毎日電話での問い合わせが多数あり。マスクがないこと

への不満、クレーム増。就業員は対応が大変。入国制限

により、中国人客数減。

7 有

・マスク・除菌類が売り切れになった。

・中国国籍の来客が減少した。

・トイレメーカーが中国に工場があるため、ウォッシュレット等の商

品が取り寄せできなくなった。

マスク（一般用、職人用ともに）、

除菌アルコール、除菌ウェット

ティッシュ

現状割り当て分として週

１回単位で入荷（少量）
200％増

・外国人は減少したが普段来店さ

れない年齢層のお客様が増えた。

・開店直後のお客様の数が増加し

た。

・衛生用品の供給が追い付いていない状況がますますひどくなること。 特になし

8 有
・アルコール除菌剤、手指消毒剤が販売停止。

・マスク着用が必須の清掃現場にてマスクの手配ができない。
アルコール除菌剤、手指消毒剤 未定 なし

マスク着用が必須の清掃現場が増

加
従業員への感染

9 有

・海外旅行の中止

　　３月発　　　　１３名　　　１５０万円

　　４月発以降　　商談中の件が見送り

・国内旅行の中止

　　３月発

　　　団体：１０件　１，３００万円　　　個人：３００万円

　　４月発

　　　団体：　２件　１，０００万円　　　個人：　５０万円

・店頭来店客数の激減　春休み以降の旅行相談が大きく落ち込む（前

年比３０％減）

70％減

（３月以降）

自粛ムードが強くなると個人及び団体客の旅行がなくなり、営業が成り立たず。

大量輸送の新幹線や航空機の減便や貸し切りバスの運行に大きな課題が山積みとな

るTDRやUSJなどの大きなテーマパークの営業休止が旅行業界にとって大打撃で

す。

早期の終息を願うばかりです。

10 有 旅行のキャンセル、延期。 40％減 売上の減少 売上の減少

11 有

・国内旅行（団体・個人）の取り消し（遺族会、老人会、地域の研修

旅行等）

・海外旅行　東南アジア方面、ハネムーン：オーストラリア（アジア

人差別）

・カウンター売り上げ減少

外国船クルーズ催行中止になりまし

た。
50％減 取り消しの電話が増えました。

・経営の悪化

・融資
いつまで続くか心配しています。



飲食業

№
①影響の有

無
②影響の有（又は無）の理由 ③キャンセル数

④前年同月比

売上変動
⑤客層変化 ⑥懸念事項 ⑦その他

1 有 集会の自粛ムードにより宴会がキャンセルになった。

キャンセル件数　　　　４　件

　　　　　人数　　２０８　人

　　　　　金額　　１１８万円

※３/１３～４/１５期間中。

特になし

今後市内や近隣市町村で感染者が出た場合、宴会や外食の自

粛等は当然の処置で、さらに大きな売上減少につながる。ま

たイベントの中止や商業施設の臨時休業などの可能性も出

て、影響は拡大すると思われる。

従業員は日々不安な思いを抱えて勤務しており、そのストレスも大

きいと思われる。

減少気味ではあるがインバウンド宿泊者もいる。そのため感染の発

生源になりえると思われており、より一層敬遠される可能性が高い

と思う。

2 有
1月末より外国人旅行客（中国人）がほとんどなくなり、２月からは

東南アジア、日本人旅行客のキャンセルが続いています。

キャンセル件数　３００件以上

　　　　　人数  ６,０００人以上

　　　　　金額  １,５００万円以

70％減
どんな客層も今はい

らっしゃいません
売上の減、従業員離職。 見通しが立たないため、不安しかない。

3 有

・外国人、外国人団体減

・遠方客減

・企業自粛

キャンセル件数　　　　２７　件

　　　　　人数　　　４９７　人

　　　　　金額　　２,７７５千円

なし

・遠方からの来客減

少

・団体客の減少

・今のところ売り上げは前年並みに確保しているが、今後来

店客・売り上げの減少が懸念される

4 有
・やや外個人の来客が減った（もともと少ないので）。

・宴会の自粛ムードにより宴会がキャンセルになった。

キャンセル件数　２０件～

　　　　　人数　５００～７００

人

2/25現在見込

20％減 不明

・年度末から新年度にかけて、各種宴会の自粛

・外食の出控え

・食材の高騰

・風評被害

不明

5 有
・中国人ツアーのお客様が減った。

・日本人の家族連れのお客様が増えた。
10％減

家族連れのお客様が

増えた（車での移動

が増えたのか？）

6 有

・国内個人は、今現在は動きは鈍くない。

・国内比率97％前後のため、インバウンドの影響はほぼない。

・新型コロナの影響で、集宴会の自粛によるキャンセルが多数。

キャンセル件数　１５件

　　　　　人数　２０００人
特になし

・国内のイベント、集会の自粛が長引くこと

・蔓延による、外出自粛が発信されること



その他

事業所名 影響 理由 ２-③入手困難 ２-④入荷見込 ２-⑤売上変動 ３懸念事項 ４その他

1 訓練センター 無

パソコン教室など１０人以下の教室は続行する。

3/8以降３０人以上集まる教室は延期を視野に入れつつ検討中。

（2/28聞き取り調査）

2/28電話による聞き取り調査


