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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  

結果概要 

 

令和 2年（2020年）2月 

経済部経済企画局経済企画課 

Ⅰ 趣旨 

 ・国内で新型コロナウイルス感染者が確認されて以降、道内においても感染者が発生・拡大し、 

道民の不安が広がる中、経済活動においても、観光業はもとより他の産業分野においても、大 

きな影響が生じている。 

・このため、道内各地域における各分野の企業に対し、現時点での影響について、緊急ヒアリング 

を実施。 

・今後さらなる影響の拡大が懸念されることから、引き続き、経済・産業団体や企業等から情報 

 を収集し、事態の状況変化を見極めながら、影響緩和に向けた対策を講じていく。 

 

Ⅱ ヒアリングの概要 

○実 施 期 間：令和２年（2020年）２月６日～17日・25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 72事業者及び２組合 

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

飲食サービス業 15社、製造業（食品を除く）４社、卸売業４社、 

食品製造業６社、クリーニング業２社、商店街振興組合２組合 

 

 ○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 

▷行政（国、道等）への要望・意見について 

 

Ⅲ ヒアリング結果の概要 

 １ 新型コロナウイルス関連肺炎による売上等への影響について 

 【概 要】 

   ・ 現時点における売上等への影響については、42事業者が「大きな影響がある」または「多少影響が

ある」としている。 

   ・ 長期化した場合は、48事業者が「大きな影響がある」または「多少影響がある」としている。 

   ・ 具体的な影響としては、33事業者が「外国人観光客の減少による売上・受注の減」、28事業者が「国

内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減」と回答している。 

 

【ヒアリング項目】 

１ 現時点における売上等への影響について 

  「大きな影響がある」、「多少影響がある」、「ほぼ影響がない」、「わからない」、 

  「その他（好影響を含む）」 

２ 長期化した場合における売上等への影響について 

  「大きな影響がある」、「多少影響がある」、「ほぼ影響がない」、「わからない」、 

  「その他（好影響を含む）」 

３ 具体的な影響について 

  「外国人観光客の減少による売上・受注の減」、「国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減」、 

  「部品・原料調達先の変更によるコストの増」、 

  「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」、 

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

  「特になし」、「その他（好影響を含む）」 
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  ［宿泊業］ 

事業者 影響の内容 

宿泊業 A社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・2月の宿泊は前年同期比 4割減。 

 ・宴会・レストランも 2月中旬以降キャンセル出始めている。3～4月 

も厚生労働省の「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセー 

ジ」に伴い、会合、行事などの取り消しが増えてきており、行事の多 

い時期なので影響が大きくなることを懸念。 

宿泊業 B社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・2月の宿泊は前年同期比 3割減。 

 ・2 月の宴会は前年同期比 2 割減。3～4 月は半分くらいまで落ち込ん

でしまうのではないかと見ている。婚礼の延期またはキャンセルの

問合せもある。 

 

  ［運輸サービス業］ 

事業者 影響の内容 

バス事業者 C社 

［現在］多少影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・２月の前年同期比で貸切バスの予約は 1 割程度減（雪まつり関連な

ど数台キャンセル）。 

 ・今は閑散期だが、今後春先から夏のツアー予約がキャンセルになっ

てくると影響が大きくなる。 

バス事業者 D社 

［現在］多少影響がある 

［長期］多少影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・2月は数台キャンセルが入った。 

 ・元々2～3月は閑散期のため、現状そこまで大きな影響ではないが、 

  今後既に入っている予約にキャンセルがあるかもしれない。 

 

  ［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 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・2月に入り外国人の来店客は 20％減、免税売上に至っては 60％減。 

 ・地元の買い物客が減っていることの方が厳しい。 

百貨店 F社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

・ 2月に入り外国人客数は対前年比 40～60％、外国人売上げ 50～60％ 

で推移。国内客も 80％程度に落ちている。 

 ・特に化粧品に落ち込みが見られる。 

・22～24日の 3連休の客数は対前年比 70％台、売上 90％を切る水準。 

   外国人は売上・客数とも対前年比 20％前後。 

  ・日本人の客数にも影響がみられ、おおむね 80％前後。 

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ G社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

○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 

 ・観光スポットの近くなので客数減になっている。 

 ・マスクなどの衛生用品の不足。 

家電量販店 H社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○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 

 ・１月に Windows７のサポートが終了した影響でパソコンの需要が高

まっている中、新型コロナウイルスの発生で新製品の入荷が間に合

っていない。 

【事業者の声】 
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  ［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］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○部品・原料調達先の変更によるコストの増 

○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 

 ・マスク等の入荷があれば売上が増えるが、新たに入荷できないこと

から、販売機会の損失が大きい。 

医薬品・化粧品小売業 J社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］わからない 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

○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 

 ・受注・販売機会の損失に至る可能性はあるものの、実際どうなるか

は想定できない。 

 

  ［小売業（土産物店）］ 

事業者 影響の内容 

土産物店 K社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・１月中旬～３月中旬が売上のピークのため、この時期の大量キャン

セルはかなりの痛手。 

 ・中国からだけではなく、国内客のキャンセルも増えている。 

土産物店 L社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・中国人観光客の減少により、売上は１～２月累計で前年同月比 20％

減少、２月単体では 30％減少となる見込み。 

土産物店 M社 

［現在］多少影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・売上については、12月は前年同期比８％減、１月は４％減。中国人

以外の外国人観光客の来店はあるが、春節時期に来る客単価の高い

中国人観光客が減少しており、用意していた高価な鉄瓶や急須の売

れ行きは悪かった。 

   

［飲食サービス業］ 

事業者 影響の内容 

飲食店 N社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・２月の売上が前年比５割程度減る見込み。 

飲食店 O社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・売上が前年比５割程度減っている。 

 ・１日単位でみると 10万円の売上が１万円の日もある。 

飲食店 P社 

［現在］多少影響がある 

［長期］多少影響がある 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・インバウンド（特に中国人）が多い店舗では売上が１割程度減って

いる。 

   

［卸売業］ 

事業者 影響の内容 

卸売業 Q社 

［現在］多少影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・観光客のキャンセルにより外食関連（ホテル・飲食店等）向けの商材

に影響が出ている。 

卸売業 R社 

［現在］多少影響がある 

［長期］多少影響がある 

○部品・原料調達先の変更によるコストの増 

○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 

 ・マスク、除菌ウェットティッシュ、除菌剤の売上は増加しているが、

メーカー欠品による対応コストがかかる。 
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  ［食品製造業］ 

事業者 影響の内容 

食品製造業 S社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○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 

 ・備品及び原材料の調達はいまだ不透明。 

・総菜売り場でのバラ売りが当面自粛傾向。 

食品製造業 T社 

［現在］多少影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

 ・２月に入り 10日間の売上の前年比は 12％の減。地元客や国内客の減

少によるもの。 

食品製造業 U社 

［現在］多少影響がある 

［長期］多少影響がある 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・中国からの原料の仕入れができなかった場合、生産や売上に大きな

影響が見込まれる。 

 

  ［製造業（食品を除く）］ 

事業者 影響の内容 

製造業（電子）V社 

［現在］多少影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○部品・原料調達先の変更によるコストの増 

○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 

○輸出需要の減少による売上・受注の減 

 ・中国本土向け需要減に伴い、およそ前年同期比１～２割減。 

製造業（機械）W社 

［現在］ほぼ影響はない 

［長期］多少影響がある 

○輸出需要の減少による売上・受注の減 

製造業（機械）X社 

［現在］ほぼ影響はない 

［長期］ほぼ影響はない 

○特になし 

 ・ただし、今後マスクや手袋など製造に関わる消耗品が入手困難にな

ることが懸念される。 

 

  ［クリーニング業］ 

事業者 影響の内容 

クリーニング業 Y社 

［現在］大きな影響がある 

［長期］大きな影響がある 

○国内旅行・外出の手控えによる売上・受注の減 

○外国人観光客の減少による売上・受注の減 

 ・ホテル向けクリーニング店のため、観光客が減少すると仕事も減少。 

 ・春節で増加を見込んでいた仕事が例年に比べ大幅に減少。 

 

 

 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 32社あり、「運転資金等の借入検討」、「仕 

入れ先や仕入れ価格の見直し」、「国内等新規販路の開拓」、「その他」との回答があった。 

   ・ 「その他」では、催事回数の増、従業員のマスク着用・消毒液の設置といった健康管理に関する回

答があった。 

 

【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 

   「国内等新規販路の開拓」、「海外進出計画の見合わせ、撤退」、「運転資金等の借入検討」 

   「仕入れ先や仕入れ価格の見直し」、「特にしていない」、「その他」 
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［宿泊業］ 

事業者 対策・対応の内容 

宿泊業 A社、B社 

 

○その他 

 ・従業員のマスク着用、消毒液の設置増、共用部分消毒 

 ・宿泊者への感染防止協力依頼を客室やロビーに掲示 

［運輸サービス業］ 

事業者 対策・対応の内容 

バス事業者 C社、D社 

 

○その他 

 ・従業員のマスク着用、消毒液の設置 

［小売業］ 

事業者 対策・対応の内容 

百貨店 F社 

○その他 

 ・従業員のマスクの着用励行 

 ・消毒液の店内、バックヤードへの設置 

 ・予防策の通達、罹患時の対応フローの整備 

コンビニエンスストアa社 

○その他 

 ・来店客用の消毒液の設置、室内の消毒。 

 ・現在はマスクをしての接客が本部から許可されていないが、今後検討。  

家電量販店 H社 ○仕入れ先や仕入れ価格の見直し 

土産物店 K社、b社 

○運転資金等の借入れ検討 

○その他 

 ・ガラス類、把手
とって

類はエタノールで除菌。全員がマスク着用。 

  ［飲食サービス業］ 

事業者 対策・対応の内容 

飲食店 c社、d社、e社 

○海外進出計画の見合わせ、撤退 

○国内等新規販路の開拓 

○運転資金等の借入れ検討 

○その他 

・従業員の手洗い等の徹底や消毒。 

・クレベリンスティック（周囲の空気を除菌する消毒薬）を胸元に着用 

［食品製造業］ 

事業者 対策・対応の内容 

食品製造業 T社、ｆ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 

○その他 

 ・催事の回数を増やし、売上増につなげる。 

 ・製造過程における歩留まりの改善。 

  ［卸売業］ 

事業者 対策・対応の内容 

卸売業 R社 
○その他 

 ・ニーズに対応した商品の仕入れを強化。 

輸出入関連卸売業ｇ社  
○その他 

 ・中国のネット企業との連携・協力により輸出を強化。 

 

【事業者の声】 
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３ 行政（国、道等）への要望・意見 

 【事業者の声】 

  ［マスク・資材］ 

・マスク及び消毒液など物資の供給確保。（卸売業、小売業、飲食サービス業、宿泊業、運輸サービ 

ス業） 

 ・万一に備えた迅速な検査態勢の整備。（卸売業） 

 

  ［情報発信］ 

 ・感染に関しての正しい情報や最新情報の国民に向けての発信。（小売業） 

 ・安心して出入国できるような体制整備。（小売業） 

 ・風評被害の防止、検査の強化、治療薬の開発。（小売業） 

 ・感染予防の観点から、迅速な感染者の情報開示。（飲食サービス業、宿泊業） 

 ・風評被害の抑制。（食品製造業） 

 

  ［入国管理体制等］ 

 ・安心して出入国できるような体制整備。（小売業） 

 ・感染者の拡散防止のための水際対策の強化。（飲食サービス業） 

・出入国に関する国の迅速な対応。（飲食サービス業） 

 

  ［資金繰り等の支援］ 

 ・中小企業に対する事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援。（小売業） 

 ・税の減免や納付時期の猶予など対策の検討。（飲食サービス業） 

 ・中小企業者への経営支援策の拡充。（卸売業） 

 ・低金利資金や助成金支援策など早めの対応。（食品製造業） 

 ・資材・物資の動向調査などの実施。（食品製造業） 

 

  ［事態収束後の取組等］ 

 ・中国以外への集客ＰＲの強化。（小売業） 

・新型コロナウイルスによる影響が落ち着いた後の観光地に対する支援。（小売業） 

・ふっこう割、プロモーションなどによる需要活性化。（宿泊業） 

   

［その他］ 

 ・特効薬の開発を含め、早期の収束に向けた取組。（飲食サービス業） 

 ・雇用の維持に向けた対策が必要。（飲食サービス業） 

 ・海外でのイベント開催可否について早めの判断。（卸売業） 

 ・できるだけ感染者を増やさない感染予防の取組。（運輸サービス業） 

 


